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表紙の写真：
「はたけっ子」で野菜づくり！
今日は、淡輪保育所のみんなで野菜づくり。
よ～し！畑まで一列に並んでレッツゴー！
畑にはバッタやアリさんがいて、まずは夢中で
虫探し。この畑で作られる野菜はすべて無農薬。
だからこそ虫さんたちも息づいているんですね。
さあ、虫取りもほどほどに、地域ボランティア
の方たちに「まっすぐ植えるんだよ」と教えても
らって、さやえんどうの苗植えが始まります。優
しく優しく、丁寧に土をかぶせて、苗をまっすぐ
に植えると、自然と笑みがこぼれます。
愛情たっぷり！大きく、美味しく育ちますように。

年末年始の業務日等のお知らせ
◆役場等の業務日
施設名
年内最終日
閉館期間
12 月 27 日（土）
役場本庁・保健センター
12 月 26 日（金）
〜１月４日（日）
子育て支援センター
文化センター
青少年センター
淡輪公民館

12 月 28 日（日）

淡輪・深日・多奈川
保育所

12 月 27 日（土）

業務開始日
１月５日（月）

12 月 29 日（月）
〜１月３日（土）

１月４日（日）

12 月 28 日（日）
１月５日（月）
〜１月４日（日）※早延長保育を実施します。
12 月 29 日（月）
アップル館
12 月 28 日（日）
１月６日（火）
〜１月５日（月）
12 月 29 日（月）
健康ふれあいセンター 12 月 28 日（日）
１月４日（日）
〜１月３日（土）
12 月 23 日（火）
こぐま園
12 月 22 日（月）
１月６日（火）
〜１月５日（月）
▼問合せ

◆ごみ収集
収集地域
ごみの種類

可燃ごみ
紙類・古着類
プラスチック
ごみ

まちづくり戦略室

町長公室担当

☎ 492 － 2769

淡輪・望海坂・深日（岬公園） 多奈川・孝子・深日（岬公園以外）
年内最終日
年始開始日
年内最終日
年始開始日

12 月 29 日（月）
１月５日（月）
12 月 26 日（金）
１月９日（金）

年内最終日
年始開始日
年内最終日
年始開始日

12 月 30 日（火）
１月６日（火）
12 月 25 日（木）
１月８日（木）

※蛍光灯や陶磁器、ガラスなどの小型不燃ごみの収集は、１月５日（月）から開始。

ペットボトル
空き缶・空ビン
粗大・不燃ごみ

年内最終日
年内最終日

全
12 月 24 日（水）
12 月 17 日（水）

域
年始開始日
年始開始日

年内最終日

収集受付
12 月 26 日（金） 年始開始日

１月 14 日（水）
１月７日（水）
１月５日（月）

※ 12 月 19 日までの受付分は 12 月 22 日〜 24 日の収集。12 月 22 日〜 26 日受付分は１月５日からの収集。

◆粗大・不燃ごみ及び臨時ごみの収集受付

粗大ごみ及び小型不燃ごみとして無料で収集するものを除く不燃ごみの収集は有料で

す。ご家庭で不要になったタンスやふとんなどの粗大ごみ、蛍光灯や陶磁器など無料収

集するものを除く小型不燃ごみは、
「粗大ごみ等処理券」をお近くの取扱店で購入いた

だき、受付センターに連絡して予約された日時に家の前に出してください。なお、
「粗
大ごみ等処理券」を貼った粗大ごみや不燃ごみを、お住いの地域のごみ集積場に出され
ても収集しません。

▼粗大・臨時ごみ受付センター

☎ 488 － 3333

◆「大型粗大ごみ」の直接搬入について

「大型粗大ごみ」の直接搬入は、
毎週土曜日のみです。年内は 12 月 27 日
（土）
が最終日となります。年始は、

１月 10 日（土）から毎週土曜日、午前 10 時から午後４時まで美化センターに直接搬入できます。

◆コミュニティバスの運行ダイヤ

12 月 31 日（水）～１月４日（日）までコミュニティバスは日祝ダイヤで運行します。
▼問合せ 住民生活課 生活環境係 ☎ 492 － 2714
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◆年末年始の休日診療所について
施設名

所在地

泉州南消防組合岬消防署

診療時間

診療科目

自宅の車やタクシーで病院に行ける方のために、「病院照
会」を行っていますので、お気軽にお問い合わせください。

▼診療時間
12 月 30 日～１月３日
泉州南部初期急病センター
泉佐野市りん
午前 10 時～正午
※泉佐野・熊取・田尻休 く う 往 来 北 １
午後１時～５時
日診療所から名称が変更 番地の 825
▼受付
されました。
午前９時 30 分～ 11 時 30 分
午後０時 30 分～４時 30 分
▼ 12 月 29 日～１月３日
の夜間緊急時
午後７時～翌午前６時
和歌山市夜間休日応急診 和歌山市吹上
▼ 12 月 30 日～１月３日
療センター
5丁目2番15号
の昼間の急病時
午前 10 時～正午
午後１時～５時

連絡先
☎ 492 ‐ 0119

内科
小児科
☎ 464 ‐ 6040

※外科診療
FAX 464 ‐ 6041
は行ってい
ませんので
ご注意くだ
さい。

内科
小児科

☎ 073‐425‐8181

※受診される前には、必ず一度お問い合わせください。

※受診される方は、健康保険証・医療証をお忘れなくご持参ください。

◆年末年始の救急医療情報
泉州南広域消防本部では、12 月 29 日（月）～１月４日（日）に診察している病院の情報をホーム

ページに掲載します。

※掲載している病院であっても救急搬送や、
当直医師の変更などで診察できないこともありますので、
受診前に必ず病院に電話で確認してください。また、小児科や眼科、耳鼻咽喉科は、診察している病
院が限られ、夜間はさらに少なく遠方になりますので、早めに受診してください。
▼ホームページ

http://www.senshu-minami119.jp/

■「救急安心センターおおさか」

病気やケガで「病院に行った方がいいのか？」
「診てもらえる病院を教えてもらえないか？」「救

急車を呼べばいいのか？」など、電話での救急相談や病院照会に、医師や看護師が 24 時間体制で

応じています。緊急性が高いときには、すぐに救急車を出動させるなど 1 本の電話でみなさんに安
全・安心を提供します。
▼連絡先

○固定電話（プッシュ回線）
、携帯電話、PHS の場合
○固定電話（ダイヤル回線）
、IP 電話の場合

※緊急時には迷わず 119 番をしてください。

☎＃ 7119

☎ 06 ‐ 6582 ‐ 7119

■救急隊からのお願い

「救急車で行けば早く診てもらえるから」
「病院の場所がわからないから」などでの救急車の要請は、

本当に救急車を必要とする人の救命活動に支障をきたします。救急車の適正利用にご協力をお願い
します。
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▼問合せ
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泉州南広域消防本部

警備課

☎ 469 ‐ 0119

FAX

460 ‐ 2119

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

12 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。
※（

30

日

１

月

スノーパーク、
イルミネーショ
ン点灯式（14）

ア歴

8

アピ生歴

14

15

21

22

拉致問題啓発映
画「めぐみ」上
映会（10）

アピ生歴
ブービィサンタ
からのクリスマ
スプレゼント、
クリスマスコン
サート（14）
ア歴
28

火

３

水

乳 幼 児 育 児 健 康 福祉なんでも相
相談（11 月号） 談、
人権相談（13）

アピ生歴

７

２

）内の数字は掲載ページまたは掲載号

アピ生歴
29

淡アピ生歴

４

木

５

金

６

土

心の健康相談（11 ホ ッ と な 手 づ く
月号）
り教室（11 月号）
スノーパーク（14）

淡歴

９

10

11

12

13

17

18

19

20

24

25

26

27

１

２

３

おはなし講座（５) 福祉なんでも相
談、
法律相談（13）
ほのぼのクラブ
（５）

消費者相談（13）岬自然散策会、
クリスマスおは
なし会（５）

淡ア歴

16

行政相談、人権
相談、相続遺言
相談（13）
わらべうた（５）
淡歴

23 天皇誕生日

献血（９）
福祉なんでも相 ユナイテッド航
KIX サンタ GO 談、法律相談、障 空フェア（14）
ラウンド（14） がい者相談（13）
園庭遊び、ほの
ぼのクラブ（５）
淡ア歴
30

淡アピ生歴

幼児教室、絵本の
学校（５）

淡
31

淡アピ生歴

※年末年始の業務日等は２ページをご覧ください。
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イベント・催し情報
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山から飯盛山コースを予定

12

（月）

1 月３日までの日程は
しています︒
カレンダー︵ ページ︶
に掲載しています︒

13

2

月のイ ベ ン ト

24 12

12

492 492

₁₂

岬自然散策会

２月のイベント
〜葛城修験道を経て甲山
方面へ〜︵難易度★★︶
月 日
▼とき
▼集合場所・時間
親子ランニング参加
淡輪駅
午前９時 分
者募集！
みさき公園前
午前９時 分
▼日時 平成 年２月 日
午前 時 分スタート
岬町役場
午前９時 分
▼コース︵一般コース★★︶ ▼コース りんくう公園
横手〜修験道〜甲山〜猿
シンボル緑地内特設コース
坂峠〜池谷
▼種目 １㎞または２㎞
分以内
※ 歩 行 時 間 約 時 間 分︑ ▼制限時間
組︵定員を
約 キロの行程です︒
▼募集人数
▼ 参 加 費 バス代 円︑会
超えた場合は抽選︶
員でない方は別途保険代 円
▼参加資格 町内在住の３
▼服装
歳から小学３年生までの子
防寒用服装・手袋・帽子
どもと保護者の２名組︵就
▼持ち物 弁当︑水筒︑ス
学前は１㎞のみ︶
組１ ００円
トック︑雨具など
▼参加費
︵傷害保険代含む︶
▼申込先
▼申込期間
尾和 ☎ ︲１３０５
月８日 〜 日
高木 ☎ ︲３３０７
月 日
▼申込方法 生涯学習課
▼申込期限
※次回は１月 日 ︑高野
又は泉州国際市民マラソン
6

27
15

（日）

事務局︵各市町担当課にて
所定の申込用紙設置︶
▼問合せ 泉州国際市民マ
ラソン事務局
☎ ︲０８４９
※詳しくは︑泉州国際市民
マラソンホームページをご
覧ください︒

ほのぼのクラブ
～親子交流・仲間づくりの場～
ＩＮ

436

望海坂第一集会所

▼わらべ唄遊び・絵本等の紹介・栄養相談
12 月 24 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。
▼問合せ

保健センター

☎ 492 ‐ 2424

アップル館からお知らせ

地域の子育て応援します！
■幼児教室
▼とき 12 月 19 日（金）
午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分

※今回は金曜日ですので、まちがえないように
12 月はクリスマスの絵本を展示しています。
してください。警報発令時中止。
■「子どもに語るおはなしの講座（全６回）
」
▼ところ 子育て支援センター
12 月９日（火）午前 10 時～正午 ※保育あり
▼対象 １歳児～就学前児
■クリスマスおはなし会（パネルシアター・紙芝居等）
▼持ち物 着替え・帽子・お茶・タオル
クリスマス工作教室
▼内容 クリスマス会
12 月 13 日（土）午後２時～
■園庭遊び・子育て相談・身体計測
■♪わらべうたで遊ぼう！（乳幼児０～１才対象）
▼とき 12 月 24 日（水）
12 月 16 日（火）午前 11 時～ 11 時 30 分
午前 10 時～ 11 時 ※雨天中止
■「絵本の学校」修了式 12 月 19 日（金）
※年末年始の休館日 12 月 29 日
（月）
～１月３日
（土） ▼ところ 淡輪・深日・多奈川各保育所
ホームページ 岬町立アップル館で検索できます。
▼持ち物 着替え・帽子・お茶・タオル
▼問合せ ☎・FAX 492 ‐ 6050
▼問合せ 淡輪保育所 ☎ 494 － 3567
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道の駅の愛称が決まりました！
道の駅「みさき」の愛称を公募した結果、次のとおり決まりましたの
でお知らせします。たくさんのご応募ありがとうございました。
☆最優秀賞
○道の駅「みさき」
（夢灯台）

中山善富

48 歳

名古屋市

土井瑠捺

10 歳

岬町淡輪

☆優秀賞
○道の駅「みさき」
（海ほたる）

○道の駅「みさき」
（サンセットみさき） 高垣

生 38 歳 岬町望海坂
▼産業振興課

入賞おめでとう
泉南ブロックこども会 こども親善交歓大会
グラウンドゴルフ大会（団体の部）３位入賞
10 月 25 日（土）いきいきパークみさき多目的広場に
おきまして、泉南ブロックこども会のグラウンドゴルフ大
会が開催されました。岬町は昨年の個人の部での３位入賞
に続き、今年は団体の部で見事３位に入賞しました。おめ
でとうございます。
▼生涯学習課

図書だより
☆神の子
著者 ：薬丸
☆満顔
著者 ：米澤

岳
穂信

本の紹介
☆キャロリング
著者 ：有川 浩
☆わたしはマララ
著者：マララ ユスフザイ

※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。
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歳末火災特別警戒実施中

ダイヤル

１
１1199

12 月１日
（月）
～ 31 日
（水）
『もういいかい 火を消すまでは まあだだよ』

年の瀬を迎えあわただしくなり、火に対する警戒心がうすれがちになるこの時季、
泉州南消防組合各消防署及び各市町消防団では歳末火災特別警戒を実施します。
期間中は、昼夜の巡回を強化し、火遊びや放火などによる火災の防止に努めながら、
岬消防署
みなさんに「火の用心」を呼びかける巡回広報を行います。
また、消防車や救急車の通行の妨げとなる駐車車両の移動や消火栓・防火水槽付近
に置かれた物品の撤去指導の強化など、火災被害の低減に努めます。みなさんも火の
元、火の取り扱いには細心の注意を払うようお願いします。
《放火されない環境づくり》
例年この時季は、放火による火災が多く発生していますので、家の周りを常に整理し、大掃除などで出
たごみは、収集日の朝に出すなど、放火されない環境をつくりましょう。
▼問合せ 泉州南広域消防本部 警備課 ☎ 469 ‐ 0119 FAX 460 － 2119
火災・救急・救助は局番なしの 119 番
携帯電話からも局番なしの 119 番
医療機関照会・救急医療相談は「救急安心センターおおさか」
携帯電話・プッシュ回線からは「♯ 7119」
IP 電話・ダイヤル回線からは「06-6582-7119」
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（自動応答）

■病院照会

☎ 492 ‐ 0119

関空NEWS ■関西国際空港（KIX）第１ターミナルビル

リノベーション 新しいショップや施設が続々オープン！

関西国際空港では、2013 年 11 月 7 日に発表した第 1 ターミナルビルのリノベーションを、順調に進め

ております。2015 年 3 月にかけて、さらなる店舗の新規オープンや、施設の拡充を図り、関西国際空港
を全く別次元のステージへ引き上げるべく、リノベーションを続けてまいります。

まず、国際線出国エリアに新規免税店として、
「ANA DUTY FREE SHOP」を 10 月下旬に、
「VICTORIA’
S SECRET」を 11 月に、
「UNIQLO」を 2015 年 3 月にオープンします。ブランド品をはじめ、全世界の
お客様にお買い物をお楽しみいただけるよう様々な商品を取りそろえております。

また、当社直営免税店も、
「KIX DUTY FREE」として 2015 年 3 月に全面リニューアルを行います。化

粧品、香水、酒、たばこ、時計など 100 を超えるブランドを取り揃え、広々とした店内でゆったりとお
買い物をお楽しみいただけます。

次に、出発前のお客様に快適にお過ごしいただけるよう、国際線出国エリアにラウンジを整備いたしま

す。KIX エアサイドアベニューの北側に、シャワールーム付きの「KIX NORTH LOUNGE」を、関西空

港でのエスコートサービスである「KIX VIP SERVICE」のための「VIP ラウンジ」を南北ウイングにそ
れぞれ 1 箇所ずつ整備します。

さらに、2015 年 1 月に、アジア、アフリカなどの雑貨や加工食品等を取り扱う「一村一品マーケット」

が第 1 ターミナルビル 4F 国際線出発フロアに移転オープンします。

「もっと便利に」
「もっと快適に」をお客様に御提供できるよう、KIX はさらに進化し続けます。
▼問合せ

7

平成 26（2014）年 12 月号

関西空港案内

☎ 455 ‐ 2500

国が実施している地デジ難視

対策のための各種支援制度は、

平成 26 年 12 月１日から

「児童扶養手当法」の一部が改正されました
これまで、公的年金を受給する方は児童扶養手当を受給できま

平成 27 年３月末をもって終了

せんでしたが、平成 26 年 12 月以降は、年金額が児童扶養手当

工事を完了するためには、遅く

なりました。

要です。

○お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給

問合わせください。

○父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給して

します。期限までに地デジ対策

額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるように

とも本年 12 月中の申込みが必

▼今回の改正により新たに手当を受け取れる場合

詳しくはコールセンターにお

▼問合せ

総務省地デジコールセンター
☎ 0570 － 07 － 0101

◆平成 26 年工業統計調査
工業統計調査は、我が国の工

している場合
いる場合
○母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚
生年金のみを受給している場合
※これらは一例です。
▼新たに手当を受給するための手続き
児童扶養手当を受給するためには、子育て支援課への申請が
必要です。
▼問合せ

業の実態を明らかにすることを

子育て支援課

☎ 492 ‐ 2709

目的とした統計法に基づく報告
義務がある重要な統計です。

10 月の議会の主な活動

調査結果は中小企業施策や地

域振興などの基礎資料として利
活用されます。

調査時点は 12 月 31 日です。

調査票へのご回答をお願いいた
します。
▼問合せ

大阪府総務部統計課
工業・動態グループ
☎ 06-6210-9208

◆ご存じですか？
「すまい給付金」
「すまい給付金」は国土交通

省が実施している制度で、今年

３日
４日
９日
11 日
19 日
26 日
30 日
31 日

泉州南消防組合議会行政視察
各小学校運動会
例月監査
農業委員会
各保育所運動会
愛の家運動会
深日漁港ふれあいフェスタ
長生会連合会スポーツ大会
大阪府農業委員大会
阪南市・岬町第二阪和国道延伸連絡協議会

次回の定例会の予定
12 月２日（火）〜 19 日（金）
※日程は都合により変更することがあります。

４月の消費税率８％への引き上
げ以降に、住宅を購入された方
の負担を軽くするために、収入

に応じて、国から最大 30 万円
が給付される制度です。
▼問合せ

すまい給付金事務局

☎ 0570 ‐ 064 ‐ 186

（受付時間９時～ 17 時）
平成 26（2014）年 12 月号

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

◆地デジ難視対策の各種
支援の終了
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詳しくはハローワーク泉佐野

その他

の『わかもの支援窓口』までお
気軽にご連絡をお願いします。
また、
「若い人を正社員で採用

◆「やっぱり地元で働き
たい！」“わかもの”
の就職支援を充実強化‼

したい」
「若い人を育ててやろう」

「若い力が必要」等々、わかもの

ハローワーク泉佐野では、昨

年秋から今年春まで実施してい

た「大学等卒業未内定者に対する

就職支援事業」について、今年

は支援対象者を「大卒未内定者」
に限らず「30 歳未満のわかもの」

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ お知らせ

役場へのお問い合わせは直通電話へ

に拡大し実施しています。

9

支援対象者は、30 歳未満の

正社員をめざす方で、ハローワ
ーク泉佐野管内（泉佐野市・泉

南市・阪南市・熊取町・田尻町・
岬町）の企業に就職を希望する

の採用を検討されている企業の
皆様もハローワーク泉佐野の『事

業所サービス部門』までご連絡
をお待ちしております。

▼問合せ ハローワーク 泉佐野

（泉佐野市上町２－１－ 20）

☎ 463 － 0565（代表）

◆泉南警察署からお知らせ
～歳末警戒実施中～

■特殊詐欺に注意！

～「レターパック、宅配便で

現金送れ」はすべて詐欺～

卒業予定（大学・高校等を問わ

を送ることは、郵便法や各事業

ず）の方も登録可能です。

支援希望者には、個別相談を実

施し「自己ＰＲカード」を作成、
専門スタッフがそのカードを持
って各企業を訪問し、ご本人を
ＰＲします。並行して「支援対
象者専用のセミナー」や「支援

対象者同士のグループワーク」

等も開催し全力で支援します。

献血
▼とき 12 月 23 日（祝）
午前 10 時〜正午、
午後１時〜４時
▼ところ オークワ岬店
▼協力 岬ライオンズクラブ
▼問合せ 保健センター
☎ 492 − 2424

平成 26（2014）年 12 月号

しましょう。

■ひったくりに注意！

○自転車の前カゴには「ひったく
り防止カバー」をつけましょう。

○バッグは車道と反対側に持ち
ましょう。

○特に、銀行などの金融機関か

らの帰宅途中に犯人に狙われな
いよう、ときどき後ろを振り返
るなどして注意しましょう。
■車上ねらいに注意！

○車から離れるときはカバンな
どを放置せず、車内を「カラッ

方であれば、どなたでも登録可
能です。もちろん、来春に学校

や「二重ロック」で盗難を防止

○レターパックや宅配便で現金
者の約款で禁じられています。

○どんな理由であれ、
「レター
パック、宅配便で現金送れ」は
すべて詐欺の手口なので、絶対
に送らないでください。
■自転車の盗難に注意！

○自転車から離れるときは、短時
間でも必ずカギをかけましょう。

○盗まれにくい「シリンダー錠」

ポ」にしましょう。
■空き巣に注意！

○短時間の外出でも、必ず戸締
りをしましょう。

○二重ロックなどの防犯対策を
強化しましょう。

■夕暮れ時と夜間の交通事故防止 !

○明るい色の服を着用し、反射
材を活用して周囲に存在を知ら
せましょう。

○自転車を利用するときは、夕
暮れ時の早めのライト点灯を心
掛けましょう。

○交差点では車両の動きに十分
注意しましょう。
▼問合せ

泉南警察署

☎ 471 － 1234

12 月は大阪府献血推進月間です！
〜 400ml 献血にご協力を 〜
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おり、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。
▼対象 男性 17 歳～ 69 歳、女性 18 歳～ 69 歳までです。
（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。
）
▼ホームページ
http://wanonaka.jp（スマートフォン・パソコン）
http://wanonaka.jp/mobile（携帯）

年金機構が発行した納付書により、

をしてください。

ストア等でお支払いただくようご

案内しますので、銀行口座を指定

○国民年金保険料のご案内を民

してＡＴＭの操作により振り込み

間委託しています

をお願いすることはありません。

日本年金機構では、国民年金

国民年金保険料の納付につい

保険料の納め忘れ等がある方に

て、民間事業者にお問い合わせ

対して、電話、文書、戸別訪問

される場合は、送付されてきた

等による納付のご案内や免除等

郵送物等をご用意ください。

の申請手続きのご案内を民間委

▼委託事業者
（貝塚年金事務所）

託業者に委託しています。

委託事業者が戸別訪問により保

険料をお預かりする場合、顔写真

入りの納付督励証明書（身分証）

人

最寄の金融機関やコンビニエンス

場の国民年金担当窓口で手続き

日立トリプルウィン株式会社

（平成 26 年 10 月から）

を提示し、日本年金機構が発行す
る納付書をお持ちの方に限り保険
料をお預かりすることが可能とな

っていますので、納付書をお持ち
でない方から保険料をお預かりす
ることはありません。また、日本

☎ 0120-211-231

※その他の地域を担当する委託
事業者については、日本年金機

◆「拉致問題啓発映画
『めぐみ』上映会」
▼日時

12 月 14 日（日）

▼定員

150 名（申込み不要・

▼場所 ドーンセンター（大阪

市中央区大手前 1 丁目 3 番 49 号）

▼主催 政府拉致問題対策本部、
大阪府、岬町はじめ府内全市町村
▼問合せ

大阪府府民文化部人権局

☎ 06 － 6210 － 9280

年金事務所でご確認ください。

インフルエンザにご注意を！
インフルエンザは毎年 12 月～３月に流行

13：30 ～ 15：15

当日先着順・参加費無料）

構ホームページまたはお近くの
▼問合せ

権

貝塚年金事務所

☎ 431 － 1122

ノロウイルスによる感染性胃腸炎にご注意を！
ノロウイルスに汚染された食物や感染者の嘔吐物・便か

し、普通のかぜとは違い 38℃以上の発熱、 ら経口感染し、
非常に感染力が強いものです。症状は、
下痢・
頭痛、
関節痛など全身の症状が突然現れます。 吐き気・嘔吐・腹痛などで、通常１～３日位で回復します。
お子様ではまれに急性脳症を、ご高齢の方
や免疫力の低下している方では肺炎にかか

るなど重症になることがあります。体調が
いつもと違う場合には早めに医療機関を受
診しましょう。

■インフルエンザの予防方法
▼外出後の手洗い、うがい
▼加湿器等を利用して、

適度な湿度（50 ～ 60%）を保持

※加湿器がなくても、濡れタオルを室内に
干せば湿度を保てます。

▼十分な休養とバランスのとれた栄養摂取
▼人混みや、不要不急の外出を控える。外
出する場合にはマスクを使用する。
▼流行前のワクチン接種

■二次感染を予防するための注意点

▼調理や食事前、
トイレのあとはしっかり手を洗いましょう。
▼嘔吐物や便を処理するときは、使い捨てのビニール手
袋などを使用しましょう。

▼嘔吐物や便を処理するときは、次の
３原則を守りましょう。
○すぐにふき取る

ノロウイルスは乾燥すると空中に漂いやすく、これが
口に入って感染することがあるため、速やかに処理す
ることが重要です。

○乾燥させない。

○消毒する（汚れた衣服や床、トイレのノブなど）

ノロウイルスの消毒には家庭用塩素系漂白剤が有効です。
消毒用アルコールや逆性石けんは効果がありません。

（詳細は岬町ホームページをご覧ください）
▼問合せ

保健センター

☎ 492 － 2424

平成 26（2014）年 12 月号

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

住民登録をしている市区町村役

10

年

金

◆便利で簡単
「ねんきんネット」
「ねんきんネット」は、イン

ターネットで年金の加入記録や
未加入期間、未納期間などの新
しい記録の確認など、年金に関

ジの「ねんきんネット」ページ
で利用登録し、ユーザＩＤを取
得してください。

▼日本年金機構ホームページ
http://www.nenkin.go.jp/

●「ねんきんネット」をご利用
いただけない方

昭和 61 年４月１日前に年金受

給権が発生した老齢年金を受け

●「ねんきんネット」のメリット

ん。該当される方は「ねんきんダ

○いつでも最新の年金記録を確

役場へのお問い合わせは直通電話へ

「日本年金機構」ホームペー

する便利なサービスをご利用い
ただけます。

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ お知らせ

●利用の手続き

認することができます。

○電子版の各種通知書を確認で
きます。

○記録の「もれ」や「誤り」の
発見が容易になります。

○年金の見込額が試算できます。
そのほかにも、
「私の履歴整

理表」入力支援サービスや、持
ち主不明記録検索サービスなど
の便利な機能があります。

ている方はご利用いただけませ
イヤル」
にお問い合わせください。
▼ねんきんダイヤル

役場保険年金課の窓口でも

「ねんきんネット」による加入

記録の交付が可能です。ご自宅
でパソコンの利用が難しい方は
ご利用ください。

は、毎月の保険料を納めていた
だく必要があります。国民年金
保険料の納め忘れがあると、将
来受け取る老齢基礎年金の額が
少なくなったり、場合によって
は受けられなくなることがあり
ます。また、ケガや病気等が原
因で、万が一障害の状況になっ
たときに障害年金を受けられな
くなったり、加入者が亡くなっ
たとき遺族に支払われる遺族基
まうこともありますので、納め
忘れがないか、今一度ご確認く
ださい。

また、経済的な理由等で国民

年金保険料を納付することが困
難な場合には、保険料の納付が

▼問合せ

貝塚年金事務所 ☎ 431 ‐ 1122
☎ 492 ‐ 2705

免除・猶予となる「保険料免除

制度」や「若年者（30 歳未満）

納付猶予制度」
がありますので、

◆平成 27 年度以降に適用される町・府民税の改正
■住宅ローン控除の延長・拡充

住宅ローン控除については、居住年の適用期限を平成 25 年 12 月 31 日から平成 29 年 12 月 31 日まで

４年間延長するとともに、このうち、平成 26 年４月から平成 29 年 12 月までに居住用に供した場合、控
除限度額が拡充されることになりました。
改正前
～Ｈ 25.12.31

改正後
居住年月日
Ｈ 26. １. １～Ｈ 26. ３.31
Ｈ 26. ４. １～Ｈ 29.12.31
所得税の課税総所得金額等 所得税の課税総所得金額等の
所得税の課税総所得金額
の５%（最高 97,500 円） ７%（最高 136,500 円）
控除限度額
等の５%（最高 97,500 円）
※２
※１
（注）平成 26 年４月１日から平成 29 年 12 月 31 日までの控除限度額（※２）は、消費税率が８％
または 10％である場合の金額であり、それ以外の場合は（※１）の金額となります。
■上場株式等の配当・譲渡所得等にかかる 10％軽減税率の廃止

上場株式等の配当・譲渡所得等にかかる 10％軽減税率（所得税７％、住民税３％）の特例措置は、

平成 25 年 12 月 31 日をもって終了し、平成 26 年１月１日以後は、本則税率の 20％（所得税 15％、
住民税５％）が適用されます。

▼問合せ
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国民年金第 1 号の被保険者

礎年金が受けられなくなってし

☎ 0570 ‐ 05 ‐ 1165

保険年金課

◆国民年金保険料の納付

平成 26（2014）年 12 月号

税務課課税係

☎ 492 ‐ 2757

◆ 12 月の納税
■町府民税
▼納期限

▼申告期限
▼問合せ

ストアで納めてください。

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、12 月 25 日
（木）
税務課納税係

☎ 492 － 2765

◆償却資産の申告
会社や個人等で工場や商店な

どの事業を営んでいる方が、そ
の事業のために使用する構築

物・機械・工具・機器・備品な
どを「償却資産」といい、固定

資産税が課税されます。なお、
所有者が事業として貸し付ける
場合も含みます。

毎年１月１日現在で償却資産

を所有されている方は、地方税
法第 383 条により申告が義務

付けられています。償却資産は
減価償却の対象であり、税務署
への確定申告により損金または
必要経費として処理される一

方、町に対しては、税務署に申
告した減価償却の対象となる資
産の取得価格と基本的に同額を

■公的年金を受給されている方へ

公的年金等の収入金額の合計

２月２日（月）

額が 400 万円以下
（※）
で、かつ、

☎ 492 ‐ 2757

所得金額が 20 万円以下である

税務課課税係

12 月 25 日（木）

機関や郵便局、コンビニエンス

▼問合せ

してください。

第４期分

納期限までに、お近くの金融

です。

あります。期限内に忘れず申告

nta.go.jp）をご覧ください。

◆税務署からのお知らせ

公的年金等に係る雑所得以外の
場合には、所得税及び復興特別
所得税の確定申告をする必要は
ありません。

■国税電子申告・納税システム

※複数から受給されている場合

e-Tax とは、税務署や金融機

○この場合であっても、還付を

(e-Tax) をご利用ください

は、その合計額です。

関の窓口に行かなくても、自宅

受けるためには、確定申告書を

所などから、所得税、法人税、

○公的年金等に係る雑所得以外

告、
並びにすべての税目の納税、

20 万円以下で所得税の確定申告

を利用して手続きができるシス

民税の申告が必要です。住民税

やオフィスあるいは税理士事務

提出する必要があります。

消費税、酒税及び印紙税等の申

の所得があり、その所得金額が

申請・届出等がインターネット

が必要ない場合であっても、住

テムです。

に関して詳しいことは、お住ま

消費税の毎月申告など、利用回

▼問合せ

特に源泉所得税の毎月納付や

いの市町村におたずねください。

数の多い手続きには便利なシス

泉佐野税務署総務課
☎ 462 ‐ 3471

テムですので、ぜひご利用くだ
さい。

詳しくは、国税庁ホームペ

ー ジ【e-Tax】
（www.e-tax.nta.
go.jp）をご覧ください。

◆泉南府税事務所からの
お知らせ
大阪府では、12 月を「税収

■ご存知ですか？公売

確保重点月間」と定め、府内の

が差し押さえた不動産や宝飾品

る徹底した催告や財産の差し押

りの方法によって売却すること

された方との税の公平性を確保

公売とは、国税局又は税務署

市町村と連携し、滞納者に対す

などの財産を、入札又は競り売

さえなどを行い、納期内に納税

をいいます。

します。

公売は、原則としてどなたで

も参加できます。

▼問合せ 大阪府泉南府税事務所
☎ 439 － 3601

詳しくは、国税庁ホームペー

ジ【 公 売 情 報 】
（www.koubai.
前月比

人 の 動 き
平成 26 年 11 月１日現在

世帯数 ７，６８８ （－ ３）
人 口 １６，８１５人（－２０）
男
７，８９９人 （－１０）
女
８，９１６人 （－１０）
平成 26（2014）年 12 月号

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

税

償却資産として申告する必要が
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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

13

※くわしくはお問い合わせください。

日時等
12 月 10 日（水）
・24 日（水）
午後２時〜５時（定員 6 名）
12 月 16 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 午前９時～午後５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）
12 月24 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

12 月 12 日（金）午後１時〜４時

◆人権擁護委員による
人権相談

◆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

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
12 月２日（火）
・16 日（火）
役場監査委員室
午後１時 30 分〜３時
人権推進課 ☎ 492 − 2773 ※予約不要
■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

12 月５日（金） 午前 10 時～正午
岬町立保健センター ☎ 492 － 2424
１月５日（月） 午前 10 時～正午

◆乳幼児育児健康相談

１月５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

12 月 16 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 12 月号

■喫茶たまり場（みんなのたまり場）■岬町地域包括支援センター
12 月２日（火）午前 11 時～１時
高齢福祉課 ☎ 492 － 2716
■喫茶めだか組（多奈川小学校） ■いきいきネット相談支援センター
12 月 10 日（水）午後１時～３時
☎ 492 ‐ 2955
■オークワ岬店
■岬町社会福祉協議会
12 月 24 日（水）午前 10 時～正午 ☎ 492 ‐ 0633

▼期間

2015 年 2 月 15 日 ( 日 ) まで

2015 年 2 月 15 日（日）までの期間、
『KIX ITM Smile Special Winter』と題して、関西国際空港と
大阪国際空港にて様々なイベントを開催します。ぜひお誘い合わせの上お越しください。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。
（平日９時～ 17 時）

主なイベント

展望ホールでのイベント：関空展望ホール「Sky View」 ☎ 455 ‐ 2082

◆KIX-ITM Smile Airport イルミネーション
▼開催日

2015 年２月 15 日（日）まで

▼内容 「笑顔きらめく新しい都市へ」をテーマ

に、鮮やかなイルミネーションによって、関西
国際空港と大阪国際空港の両空港を彩ります。

◆ KIX ‐ ITM 笑顔でつなぐスマイル
キャンペーン大抽選会
▼開催日

12 月 25 日（木）まで

▼内容 KIX または ITM の店舗のうち２店舗ご
利用で、ステキな賞品が抽選で当たります。空

港ならではのオリジナルグッズ・就航地のおい
しいグルメなどが当たる！

◆ブービィサンタからのクリスマスプレゼント
▼開催日
▼場所

12 月 21 日（日） 11 時～ 16 時

関空展望ホール「Sky View」

▼内容 館内にサンタに扮した展望ホールのキャ

ラクター「ブービィ」が登場。出会えた方にはさ
さやかなクリスマスプレゼントがございます♪

◆スノーパーク
▼開催日

12 月６日（土） 10 時～ 16 時

12 月７日（日） 10 時～ 16 時 30 分

▼場所

関空展望ホール「Sky View」団体バス駐車場

▼内容 展望ホールに雪の広場が出現。毎年大好評の

イベントが今年も展望ホールに出現します。飛び立つ
飛行機を見ながら雪遊びを楽しんでいただきます。７

◆ユナイテッド航空フェア in Sky View
▼開催日 12 月 25 日（木）までの８時～ 22 時
▼場所
▼内容

関空展望ホール「Sky View」

ユナイテッド航空の魅力を紹介。館内

には最新鋭機ボーイング 787 での旅行気分が
味わえるフォトスポットが登場！クリスマスパ

ーティやボーイング 787 シミュレーターゲー
ム、ダブルダッチ、兵庫ストークスによるバス
ケットボール等のイベントも実施。

日のオープニングセレモニーにはフィンランドから来
日したサンタクロースも登場！

◆イルミネーション点灯式
▼開催日
▼場所

12 月７日（日） 17 時～ 17 時 30 分

関空展望ホール
「Sky View」
メインホール４階

▼内容 「サンタクロースのオフィシャルエアライ

ン」フィンエアーに乗って、フィンランド・サンタ

クロース・ファウンデーション公認のサンタクロー
スがやってきます！

◆ KIX ITM サンタ GO ラウンド

◆クリスマスコンサート

▼内容

▼場所

▼開催日

12 月 23 日（火）

サンタの衣装に身を包んだ「サンタガ

ール」たち 100 人が、関西国際空港、大阪国
際空港両空港のターミナルビル内を練り歩くア
トラクションを実施。

広報岬だより平成 26 年 12 月号

▼開催日

12 月 21 日（日） 正午～ / 15 時～

関空展望ホール
「Sky View」
メインホール 4 階

▼内容 泉州地域を中心に活動している女性ボーカ
ルグループ「ゴスペル＆ポップス Sherry'z ☆」がク
リスマスにぴったりな音楽をお届けします。

平成 26 年（2014 年）12 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！

〜 KIX ITM Smile Special Winter 〜

