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表紙の写真：ときめきビーチへようこそ！

岬町の夏といえば“海”!!
淡輪海水浴場「ときめきビーチ」は大阪府内でも
抜群の美しさを誇ります。
眩しい太陽のもとキラキラ輝く海、波の音、集う
人々の楽しい声…。一歩足を踏み入れると日常とは
別な世界が広がるようです。
今年もときめきビーチでは「大阪マリンフェステ
ィバル」として、さまざまなイベントが開催されま
す。
（８月のイベント情報は裏表紙もご覧ください。）
夏のひととき、家族や仲間たちとビーチで過ごし
ませんか。
ときめきビーチはあなたを待っています。

（仮称）道の駅「みさき」基本計画の概要
現在、計画中の（仮称）道の駅「みさき」基本計画の概要がまとまりましたので、お知らせします。
◆計画策定の目的等
岬町では、豊富な観光・レクリエーション資源等を活用した地域の活性化などの課題解決に向け、防災機
能の確保や地球環境保全などにも対応した道の駅の整備推進を図ることとしています。
設置位置については、岬町の広域交通の
玄関口にあたります。この場所は丘陵地形
であり、海を眺望することできます。
また、町内の主要な観光・レジャー施設
のみさき公園、淡輪海水浴場が近傍に位置
しています。

（仮称）
道の駅
みさき

◆基本コンセプト
『みさきの丘の灯台』
〜人や車、まちを「見・守り」
「導き」
「元気にする」地域活性化拠点の形成〜
◆基本方針
①「おもてなしの心で見・守る」
②「リアルタイムな情報や岬町の魅力
等を伝え、導く」
③「心と体・まちを元気にする」

淡輪ランプ

施設配置計画図（案）
駐車場

大型車

乗降場

行バス

町内運

大型車回転場
小型車駐車場

備蓄倉庫
１F
農水産物直売所
レストラン

全面歩行者道路
休憩施設
情報発信施設

２F

展望テラス

トイレ
公園・緑地（フラワーガーデン）

■国施設 情報発信施設、休憩施設、24 時間トイレ、防災倉庫
■岬町施設 農産物・海産物直売所、レストラン
■国・岬町共通施設 駐車台数約 90 台（うち大型車３台）
平成 26（2014）年８月号

2

募集します！
◆農海産物直売所への農産
物・海産物出荷の協力者
募集
道の駅の地域振興施設で販売す
る農作物・海産物などの出荷に協
力していただける方を募集しま
す。少しの量でも構いません。み
なさまのご協力をお願い致しま
す。
応募いただいた方を対象に調査
を行った後、出荷条件等に適する
方を出荷対象者と決定します。出
荷開始時期は、平成 28 年度を予
定しています。詳しくはお問い合
わせ下さい。
▼申込期限 ８月 29 日（金）
当日消印有効
▼申込方法 所定の申込に用紙
に必要事項を記載し郵送または
FAX でお申し込みください。申
込み用紙は産業振興課に備え付け
ています。また、岬町のホームペ
ージにも掲載しています。
▼申込先
〇郵送
〒 599 － 0392（住所不要）
岬町役場 産業振興課 宛
〇 FAX 492 － 5422

◆（仮称）道の駅「みさき」愛称募集
地域のみなさまや利用者の方々に親しまれ、愛される拠点とな
るよう広く愛称を募集します。多数の応募をお待ちしています。
▼募集期間 ８月 1 日（金）〜 29 日（金）
※郵送の場合、当日消印有効
▼応募点数 一人一点に限る。
▼応募方法 所定の応募用紙に必要事項を記入の上、郵便、Ｆ
ＡＸ、電子メールまたは岬町産業振興課へ直接提出してくださ
い。応募用紙は産業振興課に備え付けています。また、岬町ホ
ームページからダウンロードもできます。
※応募者の個人情報は厳正に管理し、他の目的には一切使用し
ません。
▼記載内容 道の駅の愛称（ふりがなを付けてください）、愛
称の選定理由、応募者の住所、氏名、年齢、電話番号（連絡先）
▼愛称の条件
〇地域を代表する道の駅としてふさわしい愛称であること
○道路標識表示で判読しやすいなど、分かりやすく簡潔な愛称
であること
○場所がイメージできるなど、所在地がわかる愛称であること
○他の地名、施設と混同されない愛称であること
▼賞品
最優秀賞 １点 岬町特産品 5,000 円相当
優秀賞 ２点 岬町特産品 2,000 円相当
▼発表 愛称の発表は広報岬だより、岬町ホームページで発表
▼その他 採用された名称の著作権は岬町に帰属します。
▼応募先
〇郵送 〒 599 ‐ 0392（住所不要） 岬町役場
産業振興課 「道の駅 愛称募集係」
〇 FAX 492 ‐ 5422
〇Ｅ -mail sangyou@town.osaka-misaki.lg.jp
▼問合せ

3

平成 26（2014）年８月号

産業振興課

☎ 492 ‐ 2749
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27

◆６月の
議会議決結果

６月 日から６月 日
までの日程で開催し、初
日には、４名の議員が一
般質問を行いました。
２ 日 目 に は、 次 の 件
の議事案件が、町長から
提案され、そのうち専決
処分案件、事件案件、人
事案件が、即日承認、可
決、同意されました。そ
の他４件については、３
常任委員会（事業・厚生・
総務文教委員会）に付託
されました。
最終日には、追加議案
２件、意見書案１件及び
決議案１件と各常任委員
会で慎重審議された案件
について採択され、全て
満場一致で可決されまし
た。
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こんにちは
岬町議会です
６月定例会だより
会期

６月 10 日〜 27 日

◆議決結果

専決処分案件

人事案件

事件案件
〇平成 25 年度岬町一般会計補正予算（第５次）
〇平成 25 年度岬町国民健康保険特別会計補正予算（第３次）
〇平成 25 年度岬町下水道事業特別会計補正予算（第３次）
〇平成 25 年度岬町漁業集落排水事業特別会計補正予算（第１次）
〇監査委員の選任について同意を求める件
〇固定資産評価審査委員会委員の選任について同意を求める件
〇人権擁護委員候補者の推薦について意見を求める件
〇人権擁護委員候補者の推薦について意見を求める件

〇平成 25 年度岬町一般会計繰越明許費繰越計算書報告の件
〇平成 25 年度岬町下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書報告の件
報告案件
〇損害賠償の額の決定及び和解に関する専決処分の報告の件
〇債権の放棄の報告の件
平成 26 年度補正予算案件 〇岬町一般会計補正予算（第１次）
〇岬町多奈川平野北合併処理浄化槽使用料徴収条例を制定する件
条例を制定する案件
〇南部大阪都市計画道の駅「みさき」周辺地区地区計画の区域内における
建築物の制限に関する条例を制定する件
〇中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関す
条例を一部改正する案件
る法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する件
追加議案（工事請負契約 〇深日小学校特別教室棟外３棟耐震補強工事
締結の件）
〇公共下水道汚水管埋設工事（24 －９）
意見書案
〇アスベストによる健康被害の早期救済と対策の強化を求める意見書
（案）
決議案
〇多奈川第二発電所再稼働等に関する決議（案）

件数
４

４

４
１
２
１
２
１
１

◆一般質問
質問者

質問の内容
社会福祉協議会への補 〇社協職員数と社協事業実態を把握されたうえでの補助金であるのか。
助金等について
〇現況の社協事業について、協議、指導の考えがあるのか。
〇町有地、空施設等の実態と管理施策をどの様に考えているのか。
田島 乾正 町有地・施設等の管理
〇町有施設の有効利用と改廃等の対策を考えているのか。
施策等について
〇将来建設予定の施設の見直し検討の考えはあるのか。
職員の人事評価について 〇職員の意欲喚起と能力開発をめざしての施策は考えているのか。
〇観光協会と行政の役割はどうなっているのか？
観光について
〇道の駅「みさき」の進捗状況は？
〇岬町発の名産物を作る考えはないか？
竹原 伸晃
〇耕作放棄地に対する手段はないのか？
産業について
〇商工会と行政の連携はうまくできているのか？
〇第二阪和国道の開通はいつか？
道路について
〇淡輪ランプ〜番川線の必要性を再度確認する。
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質問者

川端

中原

（一般質問続き）

質問の内容
〇「雨水利用推進法」成立をふまえて、岬町としての取組みについて
〇連帯保証サービスの提供について
高齢者施策
民間賃貸住宅入居時、入院時
など
啓子
胃がんを早期発見
〇「胃がんリスク検診」の導入について
〇自転車安全利用の為の啓発について
自転車安全利用
〇学校での教育、講習について
〇 太陽光発電に適した地理を活かして、自然エネルギーの活用促進
をはかることを求める。
自然エネルギーの活用 ①公共施設の屋上に太陽光パネルを設置し、自然エネルギーの活
促進について
用促進に寄与してはどうか。
②個人宅に太陽光パネルを設置する際、町が助成をおこなうことで、
自然エネルギーの活用促進をはかる事業の創設を求める。
〇学校教育施設へのクーラー設置をすすめ、子どもたちの学習環境の
教育環境の改善について
晶
改善を求める。
〇 岬町内に数多くある「戦跡」を観光資源として活かし、語り継ぐ
事業や記録する取り組みをすすめることを提案する。
観光事業について
①岬町内の「戦跡」を把握し、記録しているか。
②「戦跡」を保存し、
観光資源として活かすべきと考えるがいかがか。
〇産業廃棄物の不正処分の疑いで事業者が起訴された事件に関わっ
町職員の処分事案とその
て、町職員が処分される事態が発生した。事実経過をつまびらかにす
後の対策について
ることと、再発防止策を問う。
雨水対策

◆次回の定例会の予定
９月２日（火）～ 25 日（木）

会議録を
公開しています

※日程は、都合により変更することがあります。

議事案件や一般質問の詳細については、会議録をご覧ください。
会議録は役場１階情報公開コーナーに設置しているほか、議会のホ
ームページでも閲覧できます。
※定例会の会議録の作成は、会期終了後１か月程度かかります。
▼問合せ 議会事務局 ☎ 492 ‐ 2785

◆ 6 月の活動
３日
４日
６日
８日
９日
10 日
11 日
13 日
16 日
17 日
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議会運営委員会
全員協議会
岬町事業所人権問題連絡協議会総会
岬町民生委員推薦会
みさきタコクラブ総会
農業委員会
定例会（１日目）
定例会（２日目）
事業委員会
例月監査
泉州南消防組合臨時会
厚生委員会
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18 日
20 日
23 日
24 日

総務文教委員会
第二阪和国道建設促進委員会
農業委員会
行財政改革委員会
深日港活性化特別委員会
27 日 議会運営委員会
全員協議会
定例会（３日目）
全員協議会
29 日 深日港活性化イベント
30 日 岬町人権協会総会
みさきシルバー人材事業団定時総会

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

８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。
※（

27

日

28

月

29

）内の数字は掲載ページまたは掲載号

火

30

水

31

３

４

５

６

７

10

11

12

13

19

26

アピ生歴

17

第７回記念演奏
発表会（７）

ア

18

２種混合（11）

アピ生歴

24
25
童謡をうたう会
( ７)
まりつき教室 ( ９)
全日本ビーチバレ
ー女子選手権大会
（20） ア ピ 生 歴
ア
アピ生歴

31

1

金

２

14

15

16

20

21

22

23

27

28

29

30

3

4

5

６

法律相談（19）
出張ほぼのクラブ
（11）

土

手づくり紙芝居 NO DANCE NO
講座（７月号） LIFE in KIX（12）
献血おもしろゼミ
ナール（７月号）
２種混合（7 月号）
夏休みおはなし会
（９）

９

夏休みおはなし会 工作教室（９）
（９）

夏休みおはなし会
（９）

淡ア歴
行政相談、人権
相談、相続遺言
相談、心の健康相
談（19）
わらベうたで遊ぼ
う（11）
淡歴

淡ア歴

2

全日本ビーチバレ 夏休みおはなし会 KIX DANCE !
ー女子選手権大会
（９）DANCE!FESTIVAL
（20）全日本ビーチバレ
（12）
ー女子選手権大会 全日本ビーチバレ
（20）ー女子選手権大会
（20）

法律相談、福祉な 七宝焼き教室（７）夏休みおはなし会 関空夏まつり（12）
んでも相談、障が
（９）女性のための特設
い者出張相談、出
献血（11）
法律相談（14）
張ほのぼのクラブ
泉佐野丘陵緑地開
（19）
演イベント（16）
園庭あそび（９）

関空夏まつり（12）乳 幼 児 育 児 健 康 簿記教室（７月号）
相 談、 心 の 健 康
相談（19）
ア

１

８

陸上自衛隊信太山 乳幼児育児健康 福祉なんでも相
駐屯地納涼大会、 相談（７月号） 談、
人権相談（19）
特別電話相談
（7 月号）
大阪メチャハピー
祭 in KIX（12）
すいか DE ゲーム
（20）
ア
アピ生歴
淡歴
まりつき教室
発達クリニック
（９）
（11）

木

簿記教室（７月号）大 阪 880 万 人 訓 救急フェア （10）
〜 開 港 20 周 年 練（14）
関空・泉州グルメ
記 念 日 〜 Cool
フェスタ （12）
Japan で お 出 迎
え（12）

全国消費実態調査にご協力ください

国民生活の実態を調査する「全国消費実態調査」が実施

されます。対象となる地域には、調査員が訪問しますので
調査へのご協力をお願いします。

▼問合せ まちづくり戦略室 企画政策担当 ☎ 492 － 2775
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イベント・催し情報

（日）

七宝焼き教室

務所地域支援・防災グループ
▼問合せ せんなん里海公
園管理事務所
☎ ‐２６２６

ケアンズ線に最新鋭ボーイング B787 型機 ( ドリームラ

９月６日までの日程は
カレンダー︵６ページ︶
に掲載しています。

21

岬町健康長寿まつり

また、9 月 5 日より、ジェットスター航空が関西＝

８月のイ ベ ン ト

494

10

西国際空港における中国路線は計 21 都市となります。
ルデイリーへ増便します。一連の増便拡充により、関

第７回

国国際航空 (CA) が関西＝上海線を週 21 便のトリプ

▼日時 ９月 日
午前 時～午後３時
▼場所 健康ふれあいセン
ター（ピアッツア５）
※詳細は、チラシ等でお知
らせします。
▼問合せ 保健センター
☎ ‐２４２４

ら週 10 便へ増便されます。さらに、８月１日から中

記念演奏発表会

30 20

▼申込み はがきに 住所、連
絡先、参加者全員の氏名（ふ
りがな）
、年齢を記載し、郵
送してください。
〒 ‐０３０１ 淡輪地先
せんなん里海公園管理事
務所ウミホタル観察会係
▼期限 ９月６日 必着
※応募者多数の場合は抽選
の上、
決定。（初参加者優先）
結果は全応募者に連絡。
▼共催 せんなん里海公園
管理事務所・うみべの森を
育てる会
▼協力 大阪府岸和田土木事

重慶線を週 3 便で新規開設、上海線は現行の週 7 便か

～障がい者理解の講座で教
室開催～
▼日時 ８月 日
時～ 時
▼場所 まつのき園
▼ 作 る 物 ペンダントトッ
プまたはキーホルダー
円
（材料代込み）
▼参加費
名（先着順・定
▼定員
員になり次第締切）
▼問合せ まつのき園
☎ ‐６８６３

20

☎ 455 － 2500

９月のイベント
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～箏の調べ 心への響き～
▼とき ８月 日
時 分開演
▼ 場所 サ ラ ダ ホ ー ル（ 小
ホール）☎ ‐９１００
▼入場料 無料
▼主催 邦楽サウンド＂和絃＂
▼後援 岬町文化協会
▼問合せ
辻 ☎ ‐６３３９

620

関西空港案内

青白く光るウミホタ
ルの観察会

7 月 18 日から武漢・天津線を週 4 便、7 月 19 日から

（木）
15

（土）

17

18

50

492

イナー ) を就航させることを決定しました。関西国際

空港からの空の旅がますます便利で快適になります。

▼問合せ

童謡をうたう会

（日）

（土）

されます。まず、
中国の LCC である春秋航空 (9C) が、

13 28

～海で幻想的に光るウミホ
▼とき ８月 日
タルを見てみませんか？～
午後２時～
▼日時 ９月 日
時～ 時 分
︹雨天中止︺
▼ところ
▼集合場所 せんなん里海
ピアッツァ５ ロビー
公園「潮騒ビバレー」前
▼指導 辻井 敏子先生
▼定員
▼費用 ５００円
名（小学生保護者同伴）
▼申込・問合せ
▼参加費 無料（ 時までに
まちづくり住民会議
勝野 ☎ ‐４６３３ 入園すると駐車料金 円）
▼持ち物 タオル、懐中電灯
（浜を歩けるスタイル）

2014 年 7 月以降、中国方面への路線が大幅に拡充

17
30
（日）

24

492

599

■国際線のフライトが 関空NEWS
ますます快適、充実！

15

300

471

12

471

473

「岬“ゆめ・みらい”寄附」ありがとうございます
７月１日、国際ボランティアサークル夢クラ

７月８日、医療法人誠人会与田病院理事であった

ブ様から 10 万円をご寄附いただきました。サ

故与田信子様から御遺言により 30 万円のご寄附をい

町長から感謝状と特産品をお渡ししました。

に町長から感謝状と特産品をお渡ししました。

ークルを代表して、田中安夫様と永田晴夫様に

ただきました。相続人を代表して、専務理事 与田明美様

いただいた寄附金は、すべて「岬ゆめ・みらい基金」に積み立て、岬町の活性化などに活用させ

ていただきます。ありがとうございました。

▼まちづくり戦略室

企画政策担当

第３回深日港フェスティバル
６月 29 日、深日港活性化イベント第３回深日港フェスティバルが開催され、およそ 4000 人の方にご
来場いただきました。
当日は、お天気にも恵まれ、海上イベント、特産品販売やステージパフォーマンスで盛り上がりました。
また、同時開催の泉州南広域消防本部消防フェアーも大盛況でした。
はしご車から臨む深日港フェスティバル

船
お観光
うずし 本丸
日

ミニクルーズ
みさきーちょがお見送り

さん？

消防士

未来の

大阪府警察音楽隊

きいちゃ
ん
みさっき
ー＆みさ
きーちょ

▼まちづくり戦略室

企画政策担当

平成 26（2014）年８月号
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▼問合せ

９月７日（日） 午前８時〜
多奈川小学校

☎ 495 － 5028

化粧まわしが
寄贈されました

▼日時

７月９日、町長室において岬町出身の元

みなさまのご協力よろしくお願いします。

幕内力士の「黒獅子」から化粧まわし２枚

に有意義に活用させていただきます。

と相撲道具一式が寄贈されました。

なお、廃品回収の収益金は、子供たちの為

「黒獅子」は深日地区出身の力士で本名

回収時に出していただければ幸いです。

32

は尾崎勇氏。学生時代に二所ノ関部屋にス

リサイクルしていますので、切り開いて廃品

カウトされ、昭和 年３月に初土俵。天下

また、牛乳パックはトイレットペーパーに

17

の大横綱「大鵬」は同門力士で黒獅子の半

ください。

37

年前に入門しています。

ご協力いただける方は、当日の朝、お出し

昭和 年９月に西十両 枚目に昇進し

ール、古着の回収を行います。

38

た際に、四股名を「尾崎」から「黒獅子」

アルミ缶、ビール瓶、新聞紙、雑誌、段ボ

12

に改名。昭和 年７月に幕の内に昇進し、

します。

40

東十両前頭 枚目まで番付を上げました。

多奈川小学校ＰＴＡ主催の廃品回収を実施

昭和 年１月の引退後は、大鵬部屋のコ

ーチ・スカウトとして活躍されました。

今 回、 寄 贈 い た だ い た

化粧まわしは、黒獅子が

関取に昇進した頃に、地

元の深日地区と出身高校

の岸和田産業高校から贈

られたものです。

寄贈を受けて田代町長

は、「子どもたちが、将来、

横綱になるという夢を持

ち続けられるよう相撲の

普及に努めたい」と語り

ました。

▼生涯学習課

多奈川小学校 ＰＴＡ主催
廃品回収のお知らせ

岬町出身の元幕内力士から

アップル館からお知らせ
夏休みは本をたくさん読めるチャンスです。
■夏休みおはなし会
（ストーリーテリング・絵本・紙芝居等）
毎週金曜日 ８月１日・８日・15 日・22 日・29
日 午後２時～（８日は「こわ～いおはなし大会」）
■工作教室 ８月９日（土）午後２時～
■まりつき教室
８月 10 日（日）
・24 日（日）午後２時～３時
■乳児わらべうた
８月 19 日（火）午前 11 時～ 11 時 30 分
■絵本の学校 ９月 19 日（金）午前 10 時～正午
＊見学可 保育あり（８月は休校）
※詳しくはアップル館ホームページをご覧ください。
http://www9.ocn.ne.jp/~applekan/
▼問合せ ☎・FAX 492 ‐ 6050

地域の子育て応援します！
▼問合せ

淡輪保育所

☎４９４−３５６７

◆園庭遊び・子育て相談・身体計測
▼とき ８月 27 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

9
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（日）

25

20

（月）

救急フェア開催

泉州南消防組合
職員採用試験

▼試験職種 消防職員
▼採用人員 ６名程度
▼受験資格 平成元年４月
２日から平成９年４月１日
までに生まれた人
▼試験日・場所
○第１次 ９月 日
泉州南広域消防本部
※第２次試験の日時及び場
所については、第１次試験
合格者へ後日連絡します。
▼申込書の配布 泉州南広
域消防本部総務課及び各消
防署にて配布しています。
21

※ ホ ー ム ペ ー ジ (http://
www.senshu-minami119.
からもダウンロードで
jp/)
きます。
▼申込方法 ８月 日 か
ら９月５日 までに泉州南
広域消防本部総務課へ持参
または郵送。郵送の場合９
月５日の消印有効。
▼申込先・問合せ 泉州南
広域消防本部総務課
〒 ‐００４８ 泉佐野市
りんくう往来北１番地の
☎ ‐０１１９
‐１０５０
598

岬消防署

美しさの影に潜む危険

○周りに燃えやすいものが
ない場所、できるだけ広い
場所で遊ぶ
○子どもたちだけではな
く、必ず大人と一緒に遊ぶ
○人に向けて使用しない
○注意書きに書いてある遊
び方を正しく守る
○一度にたくさんの花火に
火をつけない
○消えた花火でも、花火の
先をのぞきこまない
○水バケツを用意し、花火
が消えたら必ず水に浸ける
毎年、住宅街の公園などで
深夜まで打ち上げ花火など
をして「危険だ！」
「うるさ
い！」などという苦情が消防
本部に寄せられています。
花火で遊ぶときの合言葉
「迷惑にならない 場所と
時間と 後始末」
マナーを守り安全に楽し
く夏の夜を過ごしましょう。
▼問合せ 泉州南広域消防本
部 予防課 ☎ ‐０１１９
（日）

～よしもとクリエイティ
ブ・エージェンシーの所属
芸能人「ｓｐａｎ！」を１
日救急隊長に招へい～
９ 月 ９ 日 の「 救 急 の 日 」
を含めた９月７日から
日までの救急医療週間に
先立ち、泉州南広域消防本
部では、救急フェアを開催
します。
▼日時
９月６日 ・７日
午前 時～午後４時
▼場所 イオンモール り
んくう泉南 ２階イオンホ
ール
▼内容 １日救急隊長とし
て、よしもとクリエイティ
ブ・エージェンシーの所属
芸能人「ｓｐａｎ！」を迎
え、救急の日に因んだコン
トの他、買い物客を対象に
心 肺 蘇 生 法 体 験 コ ー ナ ー、
血圧測定及び救急質問コー
ナー等を開催します。
１
[ 日救急隊長の招へいは
９月６日の初日（うち約
時間）のみとなります ]
▼問合せ 泉州南広域消防
本部 警備課
☎ ‐０１１９

（金）

462 469

13
1

１
１1199

～花火の正しい知識を
身につけましょう～
夏の暑さの訪れとともに
花火遊びをする姿が多く見
られる時季となりました。
花火は、子どもから大人
まで楽しめ、花火が織りな
す色とりどりの情景は、夏
の思い出をより一層豊かに
してくれます。
しかし、
その原料は火薬で、
どんな小さなものでも誤っ
た遊び方をすると火事やや
けどなどの事故に繋がるこ
とを忘れないでください。
花火の魅力である美しさ
や楽しさに惑わされず、そ
の影に潜む危険性を十分理
解し、事故防止に努めてく
ださい。
【花火を安全に楽しむポイ
ント！】
○風の強い日には遊ばない

11
（土）

469

ダイヤル

469

～お問合せ電話番号をお間違いなく～

▼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

10
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健
事業名

康

ス

対象・定員等

ケ

ジ

ュ

ー

ル

日時・受付

その他
▼発達クリニックは小児科医師の相談がありま
発達クリニック
８月 11 日（月） す。詳しくはお問合せください。
乳幼児
午後１時 30 分〜 ▼２種混合の母子手帳の受付は正午からです。
（要予約）
▼「保健師健康相談」は「各種相談」のページ（19
Ｐ）に掲載しています。
11 歳〜 13 歳未 ８月 18 日（月） ▼毎月 10 日までの健康スケジュールは前月号に掲
２種混合（ジフ 満（小学６年生） 午後１時〜２時15 分
載しています。くわしくは「平成 26 年度健康づく
テリア・破傷風）※個別通知があ （母子健康手帳の り日程表」でお知らせしていますので、1 年間大
受付は正午から）
ります。
切に保管して健康づくりにお役立てください。

バーベキューでの食中毒にご注意を！

献血

これからの季節、バーベキュー等を行う機会も増えて

〜 400 ｍｌ献血に
ご協力を 〜

きます。次のことに十分注意してバーべキューを楽しん
でください。

○食肉は中心部の色が変わるまでしっかり加熱しましょう !!

食肉に O-157 やカンピロバクター等、食中毒菌が付い

ていることがあります。しっかり加熱してから食べまし
ょう。

○トング・箸などを使い分けて、二次感染に注意しましょう !!
菌が付いた調理器具を介して他の食品を汚染させてし

まう「二次感染」にも注意が必要です。生肉を扱ったト
ングや箸は、焼いた肉やサラダなどを食べる時に使わな
いこと。また、生肉に触れた手指や調理器具はきちんと
洗浄・消毒しましょう。

▼日時

８月 29 日（金）

▼対象

400 ｍｌ献血は男性 17 歳〜

午前 10 時〜正午、午後１時〜４時

69 歳、女性 18 歳〜 69 歳。65 歳以上

の方は、60 〜 64 歳の間に献血経験の
ある方に限ります。
▼場所

岬町役場

※輸血を受けられる患者さんの安全性

を高めるため、現在 400 ｍｌの献血の

需要が高まっており、200 ｍｌ献血は

○食肉の低温保存（₁₀℃以下）に務めましょう !!

食肉は、購入から調理の間、食中毒菌が繁殖しないよ

う低温保存に努めてください。

お断りする場合があります。みなさま

のご理解とご協力をお願いいたします。
▼協力

▼問合せ

▼問合せ

大阪府泉佐野保健所 食品衛生課 ☎ 464 － 9688

岬町民生委員児童委員協議会

保健センター ☎ 492 － 2424

▼育児相談

８月 13 日（水）

午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分

ほのぼのクラブ
～親子交流・仲間づくりの場～
ＩＮ

望海坂第一集会所

▼問合せ

11

保健センター
☎ 492 ‐ 2424

平成 26（2014）年８月号

▼わらべ唄遊び・絵本等の紹介・栄養相談
８月 27 日（水） 午前 10 時 30 分～正午
▼ふれあい遊び ９月 10 日（水）
午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分
▼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。

4夏
Smile Special 201

◆７月 18 日（金）～

関西国際空港 20 周年・大阪国際空港 75 周年を記念して、
『Smile
Special 2014 夏』と題して、
両空港でさまざまなイベントを開催します。
7 月～ 9 月は楽しい夏のイベントが目白押し。8 月 30 日（土）
・31
日（日）は関西国際空港の一大イベントである「関空夏まつり」を開催
するほか、大阪国際空港との共同イベントも開催。夏の思い出づくりに、
ぜひ皆様お誘い合わせの上お越しください。
なお期間中、駐車場の混雑が予想されます。空港へお越しの際は電車やバスなどの公共交通機関をご利
用ください。
◆ KIX20 周年 ITM75 周年記念展示「感謝をこ

◆大阪メチャハピー祭

めて -2 つの空港の軌跡」

▼日時

8月3日(日)

▼開催期間

▼場所

南広場

8 月 12 日（火）～ 9 月 11 日（木）

in KIX
11:00 ～ 17:00

▼場所 第 1 ターミナルビル 2 階中央 KIX ギャラリー

○ 大阪の踊りの祭典、大阪メチャハピー祭の

○今年 20 周年の関西国際空港と 75 周年の大阪

KIX ステージです。
「子どもの笑顔日本一へ！」

国際空港のこれまでの歩みについて、パネルや動

を目標に掲げ、10 月「本祭」大阪城ホールのフ

画等で紹介。

ァイナルステージへの出場権をかけて踊り舞い、
会場を盛り上げます。

◆関空夏まつり
▼開催期間
▼場所

8 月 30 日（土）
・31 日（日）

駅コンコース周辺ほか

◆ KIX DANCE ！ DANCE ！ FESTIVAL
▼開催日・場所

８月 23 日（土） 南広場

○ご当地キャラクターやダンサーたちによるステ

○ダンス界で大人気の北原聡子先生率いるダンス

ージイベント、ポケモンイベントに加えて、就航

クール「Dance Studio ZEAL」やその他スタジ

先である日本各地のうまいもん屋が集う「逸品縁

オ合同による Dance Show と ALL KIX DANCE

日」が登場。関西国際空港開港 20 周年を記念し、

CONTEST に惜しくも応募多数で出場できなかっ

オープニングセレモニーも開催予定です。

たチームの熱いステージをお届けします。

◆夏の大エアバスフェア in Sky View

◆～ 開港 20 周年記念日～ Cool Japan でお出迎え

▼開催期間
▼場所

7 月 1 日（火）～ 9 月 7 日（日）

関空展望ホール「Sky View」

○エアバスの魅力をご紹介！ポスター展やトーク
ショー、シミュレーターゲーム、塗り絵大会、メ
ガ盛りフェア等、内容は盛りだくさん。また、期
間限定でアシアナ航空とシンガポール航空が、世
界最大の旅客機 A380 を就航！すでに昨年 12
月より毎日就航中のタイ国際航空とあわせて 3
便の A380 の迫力を楽しめます！
◆ NO DANCE NO LIFE in KIX
▼日時

8月2日(土)

▼場所

南広場

16:30 ～ 20:00

○泉州地域の中学・高校のダンス部員を中心とす
るダンサー達が熱いパフォーマンスステージを繰
り広げます。

▼開催日

9 月 4 日（木）11 時～

▼場所 第１ターミナルビル１階 国際線到着ロビー
○関西国際空港 20 周年の感謝の気持ちを込め
て、お客様に記念グッズをお配りします。
◆関空・泉州グルメフェスタ
▼日時

9 月 6 日（土） 10:00 ～ 17:00

▼場所
南広場、翼の広場、関空展望ホール「Sky View」
○地元泉州地域にまつわる物産・食べ物・ステー
ジイベントをお楽しみいただけます。ステージで
は、大阪府内および関西空港周辺市町に在住のア
ジア各国の方々による民族芸能も披露します。
▼問合せ

新関西国際空港㈱ターミナル営業部
☎ 455-2060（平日 9:00 ～ 17:00）
平成 26（2014）年８月号
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タウンミーティングにご参加いただき
ありがとうございました

今年も５月
箇所で

日から６月

８日にかけて︑町内

し︑ 名の方にご参加をいた

ウンミーティング﹂を開催

て 町 長 と 語 ろ う！ み さ き タ

﹁みさきのまちづくりについ

15

だきました︒
タウンミーティングは︑町
長が住民のみなさまと直接語
り合う機会を持つことで︑ま
ちづくりへのご理解を深めて
いただくとともに︑みなさま
各会場では︑身近な問題や

の幅広いご意見をまちづくり
に反映させることを目的とし

日頃まちづくりについて感じ

↓

よかった
190

休日の 休日の
夜間 昼間
47
35

106
女

24

年度から開催して

ていることなど︑数多くのご
意見をいただきました︒まち
づ く り に つ い て の ご 意 見 は︑
担当各課で検討を行い︑まち
づくりに反映してまいりたい
と考えています︒
今後も住民のみなさまの幅

平日の
夜間
102

特になし
104

チラシ
知人の
163
紹介
59
ホームページ
12

広いご意見をまちづくりに反
映させ︑総合計画に掲げる
﹁豊
かな自然心かよう温もりのま
ち〝 み さ き 〟
﹂を実現してま
いります︒

平成 26（2014）年８月号
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▼問合せ まちづくり戦略室

平日の昼間 18

問６ 今回のタウンミーティン

参加しやすい日時はいつ

あまり
よくなかった ３
よくなかった
16
大変よかった
61

その他
59

グのご感想はいかがでしたか。

ですか。

グをなにで知りましたか。

て︑平成
います︒

22

209
男

60 歳代
119

孝子
22 深日
47 望海坂
12

問３ 性別
年齢
問２

50 歳代 32
70 歳以上
125
淡輪
130
多奈川
97

20 歳未満 20 歳代 5
↓ 30 歳代 12
↓
1
↓
40 歳代 22
町外
9

問５

今回のタウンミーティン

問４

企画政策担当
☎ ︲２７７５
492

お住まい
問1

405

■タウンミーティングアンケート結果

◆女性弁護士による
女性のための特設法律相談
離婚に関する相談や暴力

（DV、ストーカー、セクシュア

▼実施日時

９月５日（金）午前 11 時開始

ル・ハラスメント、性暴力など）

○午前 11 時

地震発生！

る問題に詳しい女性弁護士がお

○午前 11 時 03 分頃

▼日時

種のみ）に届きます。

被害に関する相談を女性の抱え

※館内放送、電車等の車内放送などでお知らせします。

受けします。

※訓練用のエリアメール・緊急速報メールが携帯電話など（対応機

８月 30 日（土）

午後１時〜５時

※相談時間は１人 25 分間

大津波警報発表

▼実施時の注意事項等

○緊急地震速報のブザー音ではありません。

▼場所 いずみさの女性センタ

○マナーモードでも着信音が鳴ります。映画館等では電源を OFF

丁目 295 － 1 レイクアルスター

○大阪府全域向けの送信に続いて、２回目を送信する市町村があります。

▼内容 離婚、暴力（DV、スト

○エリアメール・緊急速報メールに対応していない機種をお持ちの

▼対象

●おおさか防災情報メール（登録者のみ） 気象、地震、津波情報、

にしてください。

プラザ生涯学習センター内１階）

※携帯電話の対応機種については、各携帯電話会社にお問い合せください。

ーカー、セクハラ、性暴力など）

方は、以下をご利用ください。

南市・田尻町・阪南市・岬町の

災害時の避難勧告・指示や緊急のお知らせをメールで配信します。

▼定員

大阪府全域を対象に Yahoo! 独自の訓練情報が配信されます。

泉佐野市・熊取町・泉

在住・在勤の女性

８人（完全予約制・先着順）

▼費用

無料

▼一時保育

要予約。１歳児〜

就学前まで。申込み時にお伝え

▼生涯学習課

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

ー 相談室（泉佐野市市場東１

平成 26（2014）年８月号
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● Yahoo! 防災情報（登録者のみ）大阪 880 万人訓練に合わせて、
▼問合せ

大阪府危機管理室

☎ 06 － 6941 － 0351（代表）

府民お問合わせセンター ☎ 06 － 6910 － 8001

※訓練当日は電話がつながりにくくなることがあります。なるべく
事前にお問い合わせください。

ください。締切 8 月 23 日（土）
※この事業は、国際ソロプチミ
スト大阪 ‐ りんくうの寄附に

８月は、

月間です

より泉佐野市・泉南市・阪南市・
熊取町・岬町・田尻町が共催で

～

▼申込み方法

５つの約束まもろうね！

実施します。

８月 12 日（火）

から電話又は FAX にて受付。
▼申込先・問合せ

いずみさの女性センター
☎・FAX

469 － 7125

家庭で心がけ、こどもたちに伝えましょう

～

①一人で遊びません
②知らない人について行きません
③つれて行かれそうになったら大声
を出してたすけをもとめ、
「こども
110 番の家」へにげこみます
④だれとどこで遊ぶか、いつ帰るかを家の人に言ってから出かけます
⑤お友だちがつれて行かれそうになったら、
すぐに大人の人に知らせます。
※こどもたちが登下校や遊びで外出する際には、
防犯ブザーやホイッスルを持たせ、
しっかりと活用するように教えましょう。

その他
◆泉南警察署からお知らせ
■自転車には必ず鍵を掛けまし
ょう！

鍵をかけないために、自転車を

盗まれる被害が急増しています。

大切な自転車を盗まれないために、
○鍵は２ロック（チェーン錠など
の補助錠）しましょう。

○自宅敷地内に停める場合でも鍵

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ お知らせ

役場へのお問い合わせは直通電話へ

をかけましょう。

○防犯登録をしましょう。

※自主防犯対策を積極的に行い
ましょう！

■水難事故を防ぎましょう！

○子どもたちだけで水辺に行かせ
ないようにしましょう。

○危険な場所で遊んでいる子ど
もを見つけたら声を掛け、注意
しましょう。

岸城中 学 校夜間学 級 生募集
大阪府内に住み、義務教育の年齢（満 15 歳）をこえている
人のうち、いろいろな事情で中学校を卒業していない人を対象
に、夜間に中学校教育を行っています。
日常生活に必要な基礎的な学力や知識を身につけることがで
き、中学校の卒業資格を取ることができます。
※「あいうえお」から勉強でき、授業料は無料です。
▼授業時間
▼入学期間

月曜日から金曜日

17：30 〜 20：30

９月 １日（月 曜日）から 10 日（水 曜日）まで

（土曜日、日曜日、祝日は除きます）
※入学許可申請書は、岸城中学校（岸和田市野田町２丁目）と
岸和田市教育委員会総務課にあります。
▼申し込み・問い合わせ
○岸城中学校 ☎ 438 − 6553 （夜間学級専用）
（12：30 〜 21：00）
○岸和田市教育委員会総務課学事担当
☎ 423 − 9607（９：00 〜 17：30）

○水辺では、子どもから目を離
さないようにしましょう。

○悪天候の時や大雨の後は、水

辺でのレジャーは控えましょう。
○釣りやボートなどで水辺に行
くときは、必ずライフジャケッ
ト等を着用しましょう。

■みんなの生活道路を守りましょ

う！路上駐車は絶対にやめまし
ょう！

最近、夜間、路上や歩道上を駐

車場代わりに駐車する車両が多く

見られます。車種（軽・普通等）
を問わず、すべての自動車には保
管場所（車庫）が必要です。

※自動車の保管場所の確保等に関
する法律違反〜長時間駐車は、20
万円以下の罰金〜

住民の皆さま、自動車は必ず

車庫に入れて下さい。
▼問合せ

15

き し き ちゅうがっこう や か ん がっきゅうせいぼしゅう

泉南警察署

☎ 471 － 1234

平成 26（2014）年８月号

第２回せんなん里海さくらフェス
～奏でる！環境と文化のハーモニー！育む！みんなで遊ぶ綺麗な海！～
▼日時 ９月７日（日） 10 時〜 19 時 〔雨天決行〕
▼場所 せんなん里海公園
▼内容
○大阪海さくらコンサート＆アコースティックライブ
今年は「花＊花」も出演！
○環境イベント カニカニウォッチング・ハーブ体験・海岸清掃・海藻お
しば・体験ダイビング・シュノーケリング・磯観察・地産地消コーナー
※詳しくは下記サイトをご覧下さい。
○大阪海さくらホームページ http://www.o-umisakura.com/satoumi/
○せんなん里海公園ホームページ
http://www.osaka-park.or.jp/rinkai/sennan/main.html
▼主催 せんなん里海さくらフェス実行委員会
▼問合せ
○大阪海さくらコンサート・アコースティックライブ・環境イベン
トに関すること 大阪海さくら E-mail info@umisakura.com
☎ 090 － 6375 － 5658
○環境イベントのうち、カニカニウォッチング・ハーブ体験に関すること
せんなん里海公園 ☎ 494 － 2626

集

8,000 円（専用振替

◆ＮＨＫーＢＳプレミアム
「にっぽん縦断こころ旅」

用紙での申込については、事務
手数料 500 円が別途必要）

◆第 ₂₂ 回泉州国際市民
マラソン参加選手

▼申込み期間

○インターネット申込

2014” 秋の旅 ” は大阪府をス

９月１

タートして沖縄を目指します。

日（月）10 時〜 26 日（金）17 時

「にっぽん縦断こころ旅」で

○専用振替用紙の申込

は「何げない風景」
「思い出の

域の活性化・国際化を目的として、

※当日消印有効

んなに伝えたい風景」
、また、

▼日時 平成 27 年２月 15 日
（日）

①インターネット
（ランネット）

関西国際空港の地元９市４町

による広域行政の推進及び泉州地
フルマラソン大会を開催します。
午前 10 時 30 分スタート

▼コース

浜寺公園（堺市）スタート〜りん

くう公園（泉佐野市）まで 42.195㎞。

（日本陸連公認コース）
▼制限時間

▼募集人数

５時間以内
5,000 名

定員超

えた場合は抽選 （インターネ
ット・専用振替用紙の申込）
▼参加資格

大会当日 18 才以

９月１日（月）〜 19 日（金）

▼申込方法

事前に会員登録が必要です（登
録料無料）
。

便振替
（事務手数料 500 円が必要）
専用振替用紙は、８月中旬頃

置く予定です。※電話、FAX、
郵送及び事務局持参による申し
込みは受け付けません。

詳しくは、泉州国際市民マラソ

音 の 記 憶 と 重 な る 情 景 な ど、
様々な風景や場所にある皆様の

エピソードを募集しています。
▼応募方法

②所定の専用振替用紙による郵

に市役所、町役場、体育館等に

風景」
「忘れられない風景」「み

NHK のホームペ

ージから応募いただくか、役場
観光交流課備付けの応募用紙で

ご応募ください。
（応募用紙は、
岬町ホームページからダウンロ
ードできます。
）
▼締切

８月 12 日（火）必着

▼大阪府の放送予定

９月 22（月）〜 26 日（金）

上の健康な男女で制限時間内に

ンホームページをご覧ください。

▼ 番 組 ホ ー ム ペ ー ジ http://

※大会運営等の事情により車椅

ンエントリー事務局

▼問合せ

完走が可能な人。

子での参加はできません。

▼問合せ

泉州国際市民マラソ
☎ 436 － 0849

新しい府営公園「泉佐野丘陵緑地」
8 月末オープン !!
府民のみなさんと大阪府が企業と連携して一緒に話し合

いながらつくっていく新しいタイプの公園「泉佐野丘陵緑
地」が一部開園します。公園の開園にあわせてイベントを
実施しますのでぜひご来園ください。
▼開園日時

８月 30 日（土）

○開園セレモニー

10 時〜 11 時

○開園イベント 11 時〜 16 時※小雨開催予定
【荒天時中止】
▼場所

泉佐野市上之郷 90 番地、ＪＲ阪和線「長滝駅」

から徒歩 30 分、無料駐車場約 130 台あり

▼イベント内容 公園で活動するボランティアなどによる楽

しいイベントを予定！詳しくはホームページをご覧ください。
○ http://www.izumisano-kyuryo.jp

○ http://www.pref.osaka.jp/kishido/kishido-home/izumisano.html
▼問合せ

大阪府岸和田土木事務所

泉佐野丘陵緑地

☎ 467 － 2491（平日 10 時〜 16 時 30 分）

www.nhk.or.jp/kokorotabi/
ター

ＮＨＫふれあいセン

☎ 0570 ‐ 066 ‐ 066

図書だより
■

本

の

紹

本の紹介
介

■

☆忍者月輪
著者 ：津本 陽
☆世界の難解な名著のなかみ
著者 ：久恒 啓一
☆全日本ゆるキャラ公式ガイドブック
著者 ：みうらじゅん
☆アニメあるある 著者 ：多根 清史
※第 60 回読書感想文課題図書（小
学校・中学校・高等学校）が入り
ました。なお、課題図書は夏休み
期間に限り、貸し出しを 1 週間と
させていただきます。淡輪公民館
図書室では、大阪府立中央図書館
より本の貸出を受けています。公
民館にない本、貸し出し中の本も
リクエストしてください。
平成 26（2014）年８月号

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

募

▼参加費

16

年

金

平成 26 年度の国民年金保険

料は月額 15,250 円です。保険

となる国民年金保険料の納め忘

全国 312 か所の年金事務所管内

では、収納業務について、民間
業者に委託をしています。

○貝塚年金事務所管内委託事業者
㈱オリエントコーポレーション

▼問合せ

関、郵便局、コンビニ等で納め

☎ 0120 － 217 － 736（ 受 付 時

ることができます。また、クレ
ジットカードによる納付やイン

ターネット等を利用した納付、

役場へのお問い合わせは直通電話へ

内をおこなっています。なお、

料は、日本年金機構から送付さ
れる納付書で、お近くの金融機

国民年金案内デスク

コールセンター
間

土日祝日を除く９時 30 分

〜 17 時 30 分）

なお、民間事業者の担当者が

口座振替などもあります。保険

保険料をお預かりする場合は、お

障害や死亡といった不慮の事態

ちの場合に限られています。日本

料が納め忘れの状態で、万一、
が発生すると、障害基礎年金や
遺族基礎年金が受けられなくな
る場合があります。納め忘れが

ないか、今一度ご確認ください。
日本年金機構では、納期限ま

でに納めていただけない方に対

報は、ご案内を行ううえで必要

れのある方の情報に限定してい

ます。民間事業者に対しては、

「日本年金機構法」や本事業に係

る委託契約書等で、目的外の使

用や閲覧、複写等を禁じるなど、
情報の漏えい防止のために厳格

な安全管理措置を講じています。
国民年金保険料の納付につい

て、民間事業者にお問い合わせ
される場合は、送付されてきた
郵送物等をご用意ください。

なお、経済的な理由等で保険

客様が保険料の「納付書」をお持

料の納付が困難な場合は、保険

年金機構からお送りした保険料

ありますので、お近くの年金事

の「納付書」をお持ちでない方か
ら、民間事業者の担当者が現金を
お預かりしたり、領収書を発行し
たりすることはありません。

また、日本年金機構から、民

料の免除や納付猶予等の制度が
務所もしくは役場の国民年金窓
口へご相談ください。
▼問合せ

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

◆特別障がい者手当・障がい児福祉手当・経過的福祉手当の現況届
現在、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は、受給資格確認のた

めに現況届（所得状況届を含む）を提出することになっています。現況届に必要な書類を送付しますので、

必ず提出してください。現況届が未提出の方は、提出されるまでの間、手当を差し止めることがあります。
▼提出期間
▼提出先

8 月 1 日（金）〜 19 日（火）

地域福祉課

なお、特別障がい者手当、障がい児福祉手当とは次のとおりです。
特別障がい者手当月額 26,000 円
障がい児福祉手当 月額 14,140 円
満 20 歳以上の在宅の方で、身体または精神に著
満 20 歳未満の在宅の方で、身体または精神に重
しく重度で永続する障がい（知的障がいを含む）
度で永続する障がい（知的障がいを含む）があ
があるため、日常生活に常時特別の介護を必要
るため、日常生活に常時の介護を必要とする方
とする方
○障害年金等の障がいを支給理由とする年金を
○病院等に 3 ヶ月を超えて入院している方
受給されている方
○施設に入所している方
○施設に入所している方
○本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定金額
○本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定金額
以上ある方
以上ある方

支給対象
支給制限

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ お知らせ

間事業者に提供している個人情

り早期に納めていただくよう案

◆国民年金保険料は納付
期限までに納めましょう
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して、電話や書面、面談等によ

▼問合せ

平成 26（2014）年８月号

○大阪府岸和田子ども家庭センター生活福祉課
○役場地域福祉課

☎ 492 － 2700

☎ 441 － 2760

◆ 8 月の納税
■町府民税
▼納期限

第 2 期分

9 月 1 日（月）

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、9 月 1 日（月）です。
▼問合せ

税務課 納税係

☎ 492 － 2765

◆税務署からお知らせ
■個人事業者の消費税及び地方
消費税の中間申告と納付

○個人事業者の方で、平成 25 年
分の確定消費税額（地方消費税額

は含みません。
）が 48 万円を超え
る方は、消費税及び地方消費税の
中間申告と納付が必要です。

○「平成 25 年分の確定消費税

額」とは、平成 25 年分の確定

申告により確定した消費税の年
税額をいい、期限後申告又は修

正申告等が行われた場合には、
これらによって確定した消費税
の年税額をいいます。

○平成 25 年分の確定消費税額
に応じて、算出した中間納付税
額を記載した「消費税及び地方
消費税の中間申告書」及び「納
付書」を所轄税務署から送付し

ますので、必要事項を記入の上、
９月１日（月）までに税務署に

【第２期分】納期限 12 月１日（月）

方消費税を納付してください。

期分及び第２期分の納付書をま

振替日は、９月 29 日（月）です。

れの納付書にて納期限までにお

異なる場合などは、上記の方法

○年間の税額が１万円以下の場

を一課税期間とみなして仮決算

付となります。

た消費税額及び地方消費税額に

で大切に保管してください。

○消費税及び地方消費税の中

コンビニエンスストア収納用の

子 申 告・ 納 税 シ ス テ ム ）
」が

万円以下のもの）については、以

は、e-Tax ホームページ（www.

で納めることができます。

に、納付書により消費税及び地
なお、振替納税をご利用の方の

平成 26 年７月１日現在

とめて送付しますので、それぞ

○事業状況が平成 25 年と著しく

納めください。

に代えて、各中間申告対象期間

合は、第１期分の納付書のみ送

を行い、これに基づいて計算し

○第２期分の納付書は納期限ま

より中間申告・納付ができます。

○個人事業税の納付用紙のうち、

間 申 告 に は、
「e-Tax（ 国 税 電

バーコードの印刷があるもの（30

ご利用いただけます。詳しく

下の全国のコンビニエンスストア

e-tax.nta.go.jp）をご覧ください。

【サークルＫ、サンクス、セブン

■「税に関する作文」募集

- イレブン、デイリーヤマザキ、

みなさんが、税に対する関心を

ファミリーマート、
ミニストップ、

年実施しています。税に関す

ショップ、ヤマザキデイリースト

字以内の作文を募集していま

○納付には、
便利で安心・安全な「口

学校・高校を通じて応募して

▼問合せ

次代を担う中学生・高校生の

ニューヤマザキデイリーストア、

一層深めていただく目的で、毎

ヤマザキスペシャルパートナー

ることをテーマとして、1,200

アー、ローソン （五十音順）
】

す（１人１編）
。通っている中

座振替」を是非ご利用ください。

ください。詳細は、国税庁ホー

大阪府泉南府税事務所

☎ 439 － 3601

ムページ「税の学習コーナー」

（http://www.nta.go.jp/shiraberu/
ippanjoho/gakushu/ sakubun/
index.htm）をご覧ください。

▼問合せ 泉佐野税務署 総務課
☎ 462 － 3471

おおさかスマート
エネルギーセンター
ご家庭や事業所でできる省エ

ネ対策や太陽光パネルをはじめ

◆府税事務所からお知らせ

とした再生可能エネルギーなど
に関するご質問やお悩みにお応
えしています。お気軽にご相談く

■個人事業税

【第１期分】納期限 ９月１日（月）
前月比

人 の 動 き

８月上旬に納税通知書と第１

世帯数 ７，６９７ （－ ６）
人 口 １６，９０１人（－２０）
男
７，９４８人 （－ ７）
女
８，９５３人 （－１３）

ださい！

○ホームページ http://www.pref.
osaka.lg.jp/eneseisaku/sec/index.html
○☎ 06 － 6210 － 9254

○ FAX 06 － 6210 － 9259

○ E-mail eneseisaku-01@gbox.
pref.osaka.lg.jp

平成 26（2014）年８月号

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

税

中間申告書を提出するととも
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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

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ お知らせ

役場へのお問い合わせは直通電話へ

◆介護相談

19

※くわしくはお問い合わせください。

日時等
８月 13 日（水）
・27 日（水）
午後２時〜５時（定員 6 名）
８月 19 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。

■障がい者出張相談
■障がい者出張相談（要予約）
８月27 日（水）午後１時 30 分〜４時 役場相談室 地域福祉課 ☎ 492−2700
■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

８月８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
８月５日（火）
・19（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

８月 19 日（火） 午前 10 時～正午
岬町立保健センター ☎ 492 － 2424
９月１日（月） 午前 10 時～正午

◆乳幼児育児健康相談

９月１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

８月 19 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８月号

■岬町地域包括支援センター
■喫茶たまり場（みんなのたまり場）
高齢福祉課 ☎ 492 － 2716
８月５日（火）午後 11 時～１時
■いきいきネット相談支援センター
☎ 492 ‐ 2955
■オークワ岬店
■岬町社会福祉協議会
８月 27 日（水）午前 10 時～正午
☎ 492 ‐ 0633

第 25 回全日本ビーチバレー女子選手権大会
今年も全日本ビーチバレー女子選手権大会（ビーチバレージャパンレディース）がせんなん里海
公園で開催されます。日本のトップレベルの選手達の活躍を目に焼き付けてみませんか？
▼日程

８月 21 日（木）〜 24 日（日）

▼場所

せんなん里海公園

潮騒ビバレーほか

▼座席券（８月 22 日〜 24 日）
２階スタンド席
コートサイド席
一般
中高生
前売り
当日
前売り
当日
5,000 円 5,500 円 1,000 円 1,200 円 500 円

※８月 21 日は入場無料。
※未就学児は入場無料。
ただし席が必要な方は有料。

▼問合せ
○チケットに関すること
○大会に関すること

公演事務局

☎ 06 ‐ 6538 ‐ 9977（10 時〜 19 時）

役場まちづくり戦略室

企画政策担当

☎ 492 ‐ 2775

☆夏のビーチにはお楽しみがいっぱい！ときめきビーチに行こうよ！
日程

イベント

７月 27 日（日）チアリーダーショー

時間

11：30 〜
14：30 〜

備考

来場者全員対象

駐車場及びロッカー利用者の方は無
７月 19 日
ドクターフィッシュ
10：00 〜 16：00
料。その他希望者は 300 円
〜８月 24 日
足湯

問合せ
淡輪海水浴場管理組合
☎ 494 − 2141

11：00 〜
岬町商工会
先着 40 組
（受付 10：00 〜）
☎ 492 ‐ 3311
14：00 〜
駐車場及びロッカー利用者の方（希望 淡輪海水浴場管理組合
泉タコのつかみ取り
８月 10 日（日）
☎ 494 − 2141
（子供・一般 各150名）（抽選 13：00 〜） 者多数の場合は抽選１枚につき１名 )

８月３日（日） すいか DE ゲーム

岬中学校ブラスバンド部

活躍中！

◆チャリティスプリングコンサート
５月４日、岬中学校体育館で、第 17 回チャリティスプリングコ

ンサートを行いました。春のさわやかな風の中、約 200 名のお客
様の前で、39 名の部員達は、心を一つにして１時間 45 分の演奏を
成功裏に終わらせることができました。

また、チャリティ募金にいただいた 40,867 円は、日本赤十字社

に届けました。皆様方に厚く御礼申し上げるとともに、今後ともご
支援をいただきますようお願い致します。

▼教育委員会事務局

指導課

◆みさき公園でコンサート
６月 14 日、みさき公園野外ステージでコンサート

を開催しました。お天気にも恵まれ、部員たちはちょ
っぴり緊張しながらも大勢のお客様の前で元気にパフ
ォーマンスを披露しました。

※このイベントは、地域の事業者との協働による取組
みの一環として、みさき公園さんのご協力により開催
されました。

広報岬だより平成 26 年８月号

▼まちづくり戦略室 企画政策担当
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