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4/11（土）
〜東京２０２０オリンピック聖火リレー〜

聖火がかつらぎ町を
駆け抜ける！
東京2020オリンピック聖火リレーが４月11日
（土）に本番を迎えます。当日は、聖火を灯したト
ーチを掲げた“聖火ランナー”が町内を走ります。
聖火を直接見ることができるめったにないチャン
ス。みんなで応援しましょう。
丁ノ町の

ゆず き

森 下 有里加さん・禅己ちゃん
（令和元年10月17日生まれ）

※午後１時30分より聖火リレー出発地点である佐野こ
ども園にて、ミニセレブレーションを企画していま
す。聖火リレーと併せてお楽しみください。

発 行 日：令和2年4月1日（通巻734号）
編集･発行：かつらぎ町役場総務課

「兄弟仲良く、スクスク
大きくなってね！
！」

かつらぎ町の交通規制

ホームページ：http：//www.town.katsuragi.wakayama.jp/
電子メール：info@town.katsuragi.wakayama.jp

※当日の交通事情等により前後する場合があります。

交通規制場所および区間

予 定 時 間

京奈和自動車道
紀北かつらぎＩＣ降り口

12：30〜15：00
（乗り口は聖火リレー実施中も利用可能）

佐野こども園北側交差点〜佐野東

13：30〜14：10

佐野東〜妙寺駅前（国道24号）

13：40〜最後尾通過後

妙寺駅前〜かつらぎ公園

14：10〜14：45

※交通規制は聖火ランナー通過後、順次解除を行う予定です。

問い合わせ 生涯学習課社会体育係（内線３０１７）
かつらぎ町の人口
（２月末日現在）

16,576人（前月比−47人） 男 7,811人 女 8,765人
出生 7人 死亡 29人 転入 17人 転出 42人

世帯数 7,140世帯

かつらぎ町
ホームページ→
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今月の主な内容
●クビアカツヤカミキリに注意
●令和２年度町政の概要
●人権作文
●まちのわだい
●４月のお知らせ
●図書館だより
●健康ひろば 保健カレンダー
●聖火がかつらぎ町を駆け抜ける！
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月号

令和2年（2020年
（2020年）
2020年）第734号

２月 日︵日︶︑﹁第 回和歌山県
市町村対抗ジュニア駅伝競走大会﹂
︵紀三井寺公園陸上競技場〜県庁前
区間
・1㎞︶が行われました︒
昨年 月７日にかつらぎ町選手団
が結成され︑選手たちは監督・コー
チなどの指導のもと連日練習を行い︑
大会に臨みました︒
大会当日︑選手たちはそれぞれの
役割を果たし実力を十分発揮した結
果︑１時間 分 秒のタイムを記録
し︑９ 位という成績を収めました
︵優勝は田辺市︶︒
この成績は︑当日出走した選手や
監督・コーチはもちろんのこと︑サ
ポート選手や︑当日参加できなかっ
た選手など︑駅伝に関わったすべて
のメンバーで頑張った結果です︒皆
さん応援ありがとうございました︒
︽敬称略︾

当日出走選手
１区 田中 沢歩︵妙寺中３年︶
２区 池田 詩乃︵妙寺中２年︶
３区 西浦ひなた︵笠田小５年︶
４区 森
小夏︵笠田中２年︶
５区 田村 文人︵妙寺中２年︶
６区 木村 朱里︵渋田小６年︶
７区 佐々木奏空︵渋田小６年︶
８区 山本 百華︵妙寺中１年︶
９区 田村 海斗︵妙寺小６年︶
区 壱岐
翼︵妙寺中３年︶

47

個人表彰
第９区 １位︵1・9㎞︶５分 秒
田村 海斗︵妙寺小６年・写真右︶
第７区 ２位︵1・7㎞︶６分 秒
佐々木奏空︵渋田小６年・写真左︶

10

12

16

13

21

12

53

19

かつらぎ町選手団
監 督 北山 大輔︵妙寺中教諭︶
コーチ 三嶋 大亮︵笠田小教諭︶
櫻井
亮︵大谷小講師︶
佐野
孝︵渋田小教諭︶
清水 大幹︵妙寺小教諭︶

10

和歌山県市町村対抗ジュニア駅伝競走大会

第19回

サポート選手
東
大生︵笠田中３年︶
上林
剛︵妙寺中３年︶
南
泰誠︵妙寺中３年︶
南
咲来︵笠田中２年︶
安武 美紀︵笠田中２年︶
西田ユリコ︵妙寺中２年︶
西岡 雅姫︵笠田中１年︶
辰己 未紗︵妙寺中１年︶
矢田幸紀斗︵妙寺中１年︶
浜﨑 有希︵笠田小６年︶
森
響生︵笠田小６年︶
久保明日香︵大谷小６年︶
大西 悠菜︵妙寺小６年︶
木村 光寿︵妙寺小６年︶
櫻本 貴裕︵妙寺小６年︶
西岡 志麻︵妙寺小６年︶
松下 晄憲︵妙寺小６年︶
北村朱寿加︵笠田小５年︶
堀江りりあ︵妙寺小５年︶

２

広報かつらぎ 令和2年（2020年）4月号

注意

クビアカツヤカミキリに注意
〜もも・うめ・すももの樹を食害します〜

令和元年11月、町内のもも生産園地において、ク
ビアカツヤカミキリ（特定外来生物）のフラス（虫
糞と木くず）が県内で初めて発見され、他の町内園
地でも増殖している可能性があります。フラスや成
虫を発見したら役場産業観光課まで連絡するととも
に、防除対策を行うようお願いします。
また、平成29年７月、町内山間部の道路において
成虫１匹が捕獲されて以降、関係機関と共同で防除
啓発とモニタリング調査を継続していますので、調
査へのご協力をお願いします。

成虫は６〜８月に発生。体長2.5〜4.0cm。
光沢のある黒色で、前胸部が赤色。

防除対策

うどん状のフラス（幼虫によるもの）

※被害樹の処分について、県・町の支援制度があります。
・成虫ふ化時期以外の９月〜翌年４月までに被害樹を伐
採および破砕または焼却する。伐採できない場合は、
株元から１〜２ｍ程度の高さまで４㎜以下の目合いの
ネットを２重に巻き付け、ふ化後の成虫が他の樹へ移
動するのを防止および捕殺。
・農薬による防除を行う際は、スプレー型の場合は千枚
通しや針金などを食入孔に入れ、中のフラスをかき出
してから注入。針金などが幼虫まで届く場合は突き刺
して殺虫すると確実。
和歌山県作成︵大阪府資料参考︶

注意事項
・本害虫は「特定外来生物」
に指定されているため、保
管や移動に規制がかかりま
す。
・本害虫の生態や防除対策、
支援制度などの詳細につい
ては、下記までお問い合わ
せください。
幼虫は樹の内部を加害し、枯死させます。
11月以降は活動を休止し、樹体内で越冬。

問い合わせ 産業観光課農業振興係（内線２１０１）

3
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株元に溜まったフラス
（大量に放出します）

一般会計予算

107億4900万円
[前年比]１億9200万円増加
（1.8％増）

令和２年度

当初予算概要

令和２年度当初予算は、一般会計と６特別会計、水道事業、下水
道事業の２つの企業会計をあわせた総額が185億5617万円で、前年
度と比べて1.9％増加しました。
予算編成においては、第４次かつらぎ町長期総合計画およびその
アクションプランに基づき「住んでみて ここがイチバン かつらぎ
町」を実現するために、事業の選択と集中という観点から、①活力
を生むまちづくり②健康に暮らせるまちづくり③いきいきと暮らせ
るまちづくり④安全・安心のまちづくり⑤子どもを守り育むまちづ
くり⑥行政運営の効率化を重点項目として予算編成を行いました。
■町税の内訳
6億552万9千円
○個人町民税
7766万5千円
○法人町民税
○固定資産税 10億2229万6千円
7631万7千円
○軽自動車税
1億円
○町たばこ税
1億31万円
○都市計画税
336万円
○入 湯 税

歳入
その他 8%
8億9822万円

町債 13%
14億3960万円

諸収入 2%
1億5829万8千円
繰入金 4%
4億2350万3千円
寄附金 ２%
2億2001万円
県支出金 7%
7億５１５７万５千円

国庫支出金 9%
9億6331万7千円

町税 19%
19億8547万7千円

歳入
地方交付税 36%
39億900万円

【町民１人あたりの町税負担額】
※令和２年１月末現在の住民基本台
帳人口16,623人によります。
・個人町民税：36,427円
・固定資産税：61,499円
・軽自動車税： 4,591円
・町たばこ税： 6,016円
・都市計画税： 6,034円

【前年比】
[町
税] 0.3％
[地方交付税] 4.3％
[国庫支出金] 10.0％
[県 支 出 金] 6.7％
[寄 附 金] 28.7％

[繰入金] △63.0％
[諸収入] △ 4.7％
[町 債]
58.2％
[その他]
4.6％

歳入のうち町税では、個人町民税や軽自動車税の増加により約640万円の増加を見込んでいます。
国が公表した地方財政計画における総額の増額などにより地方交付税が１億6100万円増加すると
試算しています。
財政調整基金の繰入額についても、令和２年度は２億4400万円を計上し、前年度から１億1200万
円の減少となっています。
地方消費税交付金
（社会保障財源分）の使途

地方消費税の引き上げによる増収分（２億340万円）については、すべて社
会保障施策の財源として活用するものとされており、令和２年度はこども園
運営費の財源として活用します。
広報かつらぎ 令和2年（2020年）4月号
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歳出
歳出では、近年多発している大規模災害に対する備えとして、防災情報伝達システム整備事業費
６億1700万円を新たに計上しています。
また、こども園や幼稚園、児童発達支援センターに通園する子どもたちの給食費に対して補助を
行うために給食費補助金を新設し、1550万円計上しています。
性質別に見ると、建設事業費は、防災情報伝達システム整備事業や、学童保育施設整備事業、妙
寺団地建替事業などの実施により、６億1841万円増加しています。公債費は昨年度において第三セ
クター等改革推進債の繰上償還を行ったことなどにより５億5688万円減少しています。
現在の財政状況を鑑みると、すべての事業を継続しながら、新たな事業を展開していくことは非
常に困難となっています。ＰＤＣＡサイクルによる事業の見直しを実施し、選択と集中の観点から
施策の重点化を図り、効率的で質の高い行政運営を行う必要があります。
限られた財源の中で最大の効果を発揮し、かつらぎ町の将来像である「住んでみて ここがイチ
バン かつらぎ町」の実現に努めます。
その他 1%
9607万3千円

【町民１人あたりのサービス等に係る費用】
年間 646,634円

議会費 1%
9839万7千円

諸支出金 3%
3億356万5千円

※令和２年１月末現在の住民基本台帳人口
16,623人によります。

総務費 13%
13億7812万2千円

公債費 13%
13億8295万4千円
教育費 7%
7億7969万5千円

歳出

消防費 10%
10億5780万6千円

土木費 13%
14億7724万3千円

民生費 28%
30億481万3千円

衛生費 6%
6億3302万1千円

商工費 1%
1億1785万6千円

農林水産業費 4%
4億1945万5千円

[議会費] 議会運営・議員報酬など
5,919円
[総務費] 自治振興・選挙・統計など 82,905円
[民生費] 福祉・医療など
180,762円
[衛生費] 保健・ごみ・し尿など
38,081円
[農林水産業費] 農林業振興など
25,233円
[商工費] 商工・観光振興など
7,090円
[土木費] 道路・公園の整備など
88,867円
[消防費] 消防・救急など
63,635円
[教育費] 小中学校・生涯教育など
46,905円
[公債費] 借入金の返済
83,195円
[諸支出金] 基金の積立
18,262円
[その他] 災害復旧工事など
5,780円

【前年比】
[議会費] △ 0.6％
[総務費] △ 3.2％
[民生費]
3.8％
[衛生費] △11.2％

[農林水産業費] 2.8％
[商工費] △ 2.2％
[土木費] △35.3％
[消防費] 137.0％

[教育費] △26.9％
[公債費] △28.7％
[諸支出金] 18.8％
[その他] △ 1.1％

会計別予算額
会
会

計

令和２年度

（Ａ）

伸び率

105億5700万0000円

1.8％

シ ビ ッ ク セ ン タ ー

7045万4000円

7226万9000円

△2.5％

国 民 健 康 保 険 事 業

25億7276万0000円

26億0068万6000円

△1.1％

業

871万6000円

851万5000円

2.4％

後 期 高 齢 者 医 療 事 業

5億8781万4000円

5億6042万6000円

4.9％

業

28億4161万2000円

27億6528万7000円

2.8％

花園地域交流推進施設運営事業

1億1452万2000円

9570万2000円

19.7％

61億9587万8000円

61億0288万5000円

1.5％

水道事業会計 （Ｃ）

7億6474万6000円

7億0102万6000円

9.1％

下水道事業会計 （Ｄ）

8億4654万6000円

8億4066万1000円

0.7％

185億5617万0000円

182億0157万2000円

1.9％

会

107億4900万0000円

天

計

介

野
護
合

診

療

保

所
険

計

事
事

（Ｂ）

総 合 計（Ａ）
＋
（Ｂ）
＋
（Ｃ）
＋
（Ｄ）
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事 業 名

事業費

ふるさと住民票交
付事業
【新規事業】

事 業 内 容

かつらぎ町外在住の方で、本町に「関わりたい」「応援したい」との思
いを持たれる方に、ふるさと住民に登録いただき、その証として「ふるさ
と住民カード」の発行を行います。
希望される方への広報やパンフレットなどの送付を行うとともに、SNS
61万円
を活用した効率的な情報発信に努め、まちづくりに参画していただくこと
で結びつきを強化し、多様な人との関わりや関係人口の増加により地域活
性化を図ります。

農産物集積業務委
託【新規事業】

地域で農産物、特に野菜を生産しているが、事情
があり販売施設まで搬入を行えない生産者を支援し、
販売先の確保、登録、搬入などを行います。町内道
337万円 の駅の来場者が増えており、農産物が年間を通して
不足気味にあることから、農産物を確保し、道の駅
の活性化と町民の収入向上を図ります。また、生産
者からの要望調査や事業に対するニーズ調査も併せて行います。

地域おこし協力隊
事業（援農・就農
支援等業務）
【新規事業】

国の制度を活用して都市住民を受け入れ、就農・
援農への支援、移住定住支援、空き家紹介などに従
315万円 事してもらいます。
町内に定住・定着を図ることで、地域の活性化に
つなげます。

地域おこし協力隊
国の制度を活用して都市住民を受け入れ、ふるさと納税返礼品の生産
事業（ふるさと産
者・事業者と連携し、ふるさと納税返礼品の研究・提案、町内産品の魅力
339万円
向上やＰＲ、情報発信活動などに従事してもらいます。
品堀起こし等業務）
町内に定住・定着を図ることで、地域の活性化につなげます。
【新規事業】

⦔᠊ᅄᵾ

⾷⿁⾸チѠಙǺᇱȘǪȚȍǰǴǞș

事 業 名

小児インフルエン
ザ予防接種助成事
業【拡充事業】

高齢者肺炎球菌予
防接種事業

事業費

事 業 内 容

小児インフルエンザ予防接種費用の一部を助成します。
教育機関内での感染拡大防止を図り、学級閉鎖な
どによる履修過程の遅延防止および看護などによる
子育て世帯の負担軽減を図ります。
270万円
１人１回1,000円の助成額であったものを、令和２
年度からは、１人１回1,000円の自己負担となるよう
拡充します。
〔対象者〕生後６カ月〜中学３年生
肺炎球菌予防接種にかかる費用の一部を助成します。
本町での死因において、肺炎気管支炎は２位にあり、中でも肺炎が原因
で死亡した人の92%以上が70歳以上となっていることから、国の制度に加
236万円 え町独自の助成を行い、高齢者の肺炎を予防します。
〔対象者〕65歳の方、70歳以上の方、60〜64歳・66〜69歳で呼吸器などに
身体障害者１級相当の障害がある方
〔自己負担額〕2,500円
広報かつらぎ 令和2年（2020年）4月号
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⦔᠊ᅄᵾ

⾷⿂⾸チǓǜǓǜǷᇱȘǪȚȍǰǴǞș

事 業 名

事業費

事 業 内 容

高齢者サロン事業

高齢者サロンは、地域において参加者が主体と
なって自主的に運営を行います。地域で生活して
いる方々がふれあいを通して仲間づくりの輪を広
510万円 げ、生きがいづくり、引きこもり防止、認知症予
防、社会参加を促進する地域の拠点づくりを目的
としており、その運営に対して助成などを行いま
す。

かつらぎ町高齢者
等見守り配食サー
ビス事業
【新規事業】

要援護高齢者が地域で自立した日常生活を送ることを支
援するため、見守り訪問への補助を行います。弁当の配達
162万円 を活用して見守り訪問を行い、安否などの状況を確認しま
す。緊急時は、宅配業者から登録連絡先や担当ケアマネー
ジャー、役場担当課などに連絡します。

⦔᠊ᅄᵾ

⾷⿃⾸チયӴɿયൺǽȍǰǴǞș

事 業 名

事業費

事 業 内 容
防災情報の伝達システムとして、各戸に防災ラジオ（個

防災情報伝達シス
別受信機）の配布および屋外子局（屋外スピーカー）を設
6億
置し、災害時に正確な情報の速やかな伝達を可能にします。
テム整備事業
1700万円
防災情報を正確かつ迅速に住民に伝達し、災害時の的確な
【新規事業】
避難につなげます。

防災用備品購入事
業【新規事業】

⦔᠊ᅄᵾ

⾷⿄⾸チǸȑȡમșȏȍǰǴǞș

事 業 名

一時預かり業務委
託【新規事業】

給食費補助事業
【新規事業】
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指定避難所看板を災害種別図記号（ピクトグラム）を用いたものに順次
更新し、どのような災害に対応している避難所なのかをわかりやすく表示
します。
180万円
体育館やホールを使用する避難所では、床敷きマットは体育マットなど
で代用しており、これを解消するため防災用マットの整備を進めます。ま
た、体育館においては冷暖房設備がないことから、熱中症リスクを下げる
ため大型扇風機を購入します。

事業費

事 業 内 容

急用の際の子どもの居場所確保や、保護者
の心理的・身体的負担を軽減、リフレッシュ
するための保育ニーズが高まっていることか
ら、一時的に子どもを預かる事業を民間事業
者に委託します。
268万円
また、幼稚園で通常の教育時間の終了後や
長期休業中に、保護者の就労などにより家庭での保育が困難な児童に対し
て、在園児を預かる事業（預かり保育）を、民間幼稚園に委託します。
安心して子育てできる環境を整え、児童福祉の向上を図り、子育て世代
の定住を促進します。
令和元年10月より、幼児教育の無償化が始まり、これに伴い無償化の対
象外である３〜５歳の給食費は実費徴収となっています。
国および県の制度による免除対象以外の給食費、また、児童発達支援セ
1550万円
ンターを利用する子どもたちの給食費に対して、町独自に補助を行うこと
により、保護者の経済的な負担を軽減し、安心して子育てできる環境づく
りを推進し、子育て世代の定住を促進します。

広報かつらぎ 令和2年（2020年）4月号

事 業 名

事業費

プログラミング教
育推進事業
【新規事業】

事 業 内 容

令和２年度から小学校においてプログラミング教育が必修化されること
に先立ち、平成29年度よりソフトバンクグループ株式会社の社会貢献事業
を活用し、プログラミング教育を町内の小中学校にて実施してきました。
人型ロボットPepperと通信機器・パソコンの無償貸与を受けていました
158万円
が、令和２年度からはPepperのみが無償貸与の対象となるため、通信機
器とパソコンを整備します。
プログラミング教育により、児童生徒の論理的思
考力や問題解決能力の育成を図ります。

⾷⿅⾸チ⒅შ⣌ߙǽك᤹

⦔᠊ᅄᵾ
事 業 名

事業費

かつらぎ町自分ご
と化会議
【新規事業】

事 業 内 容

町民の中から無作為抽出で選ばれた住民判定人による事業仕分けを行い
ます。事務事業についての議論は外部有識者の仕分け人が行い、その議論
を聞いて、住民判定人が判定を行います。会議は全面公開にて実施します。
その結論をもとに担当課などで内部協議を行い、事業の見直し・改善につ
なげます。
319万円
これからのまちづくりの考え方として、いかに小さくして質を高めるか、
住民がいかに町のことを「自分ごと化」できるかがポイントとなります。
事業担当者と仕分け人や住民が個々の事業の課題を共有し、ともに解決策
を考えることにより、住民が行政に対する理解を深めて当事者意識や信頼
感を醸成するきっかけとし、政治、行政を「自分ごと」と捉える土壌を形
成します。

機構改革（令和２年４月）
〜役場の組織が一部変わります〜
さまざまな行政需要にも迅速かつ効果的に対応でき
る、機動的な組織体制の構築を図ることを基本としつ
つ、近年多発する災害などから住民の生命と財産を守
る責任があることから、専門的に対応できる部署を設
置します。
■危機管理体制の強化
消防・防災に関する多様な危機事案に迅速かつ適切
に対応するため、専門的に対応する課を設置します。

総務課「消防防災係」
↓
危機管理課「消防係」「防災係」

■空き家対策業務の充実
近年増加している空き家に関する対策の強化を図り、安全・安心で良好な住環境づくりと、
空き家の解消に向け、効果的に事務を執行できる組織に事務分掌を変更します。
空き家などの適正管理業務
総務課「消防防災係」 →

建設課「事務係」へ移管し、
総合的な空き家対策を行います。

問い合わせ 企画公室まちづくり推進係（内線２０１３）

広報かつらぎ 令和2年（2020年）4月号
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4月6日〜15日 春の交通安全運動

ながら運転
罰則強化
令和元年12月１日、道路交通法が一部改正され、携帯電話などの使用に
よる「ながら運転」の罰則などが強化されました。

■
「ながら運転」
をした場合
改正前

改正後

罰 則

５万円以下の罰金

６月以下の懲役
または10万円以下の罰金

反則金

大型…７千円
普通…６千円
二輪…６千円
原付…５千円

大型…２万５千円
普通…１万８千円
二輪…１万５千円
原付…１万２千円

点 数

１点

３点

■
「ながら運転」
で交通の危険を生じさせた場合
改正前

改正後

罰 則

３月以下の懲役
または５万円以下の罰金

１年以下の懲役
または30万円以下の罰金

反則金

大型…１万２千円
普通…９千円
二輪…７千円
原付…６千円

適用なし
（反則金制度の対象外と
なり、すべて罰則の対
象に）

点 数

２点

６点（免許停止）

※「ながら運転」とは…
・運転中に、スマートフォンなどの携帯電話を持って通話すること
・運転中に、スマートフォンなどの携帯電話の画面を注視すること
・運転中に、カーナビゲーション装置などに表示された画面を注視すること

運転中の携帯電話などの使用は、
重大な交通事故につながる極めて危険な行為です。
絶対にやめましょう。
問い合わせ かつらぎ町交通指導員連絡会事務局（総務課総務係内線２０２５）
かつらぎ警察署交通課（☎２２−０１１０）
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普通徴収（納付書・口座振替）
特別徴収（年金天引）
第１期
令和２年４月30日（木）
４月
仮算定
第２期
令和２年６月30日（火） 仮徴収 ６月
第３期
令和２年８月31日（月）
８月
偶数月の年金支給日
第４期
令和２年11月２日（月）
10月
本算定
第５期
令和２年12月28日（月） 本徴収 12月
第６期
令和３年３月１日（月）
２月

歳以上︵第1号被保険者︶の方へ

納入通知書が送付
される方

・納付書もしくは口座振替
で納付の方︵普通徴収︶
・令和２年４月から年金天
引き︵特別徴収︶が開始さ
れる方

納入通知書が送付
されない方

・前年度から継続して年金
天引き︵特別徴収︶の方
４
※月・６月・８月の保険
料額は原則として前年度２
月の保険料額と同額となる
ため︑送付しません︒保険
料額については︑昨年７月
の納入通知書をご覧くださ
い︒ 月以降の保険料額に
ついては︑７月の本算定後
に通知します︒

【介護保険料の普通徴収に係る納期および特別徴収（年金天引）月】

令和２年度介護保険料納入通知︵仮算定︶について

介護保険料納入通知
︵仮算定︶について

令和２年度の介護保険料
納入通知書︵仮算定︶は︑
４月中旬に送付しますので︑
必ず期限内に納付していた
だきますようお願いします︒
なお︑納入通知書の送付に
ついて︑前年度から継続し
て年金天引き︵特別徴収︶
の方は︑通知書を送付しま
せん︒

介護保険料
仮算定について

令和２年度介護保険料の
算定基礎となる令和２年度
市町村民税課税の有無など
が未決定のため︑前年度の
課税決定をもとに仮算定を
行います︒課税決定後の７
月に本算定として介護保険
料決定額をあらためて通知
します︒
問い合わせ 健康推進課介
護保険係︵内線２０５１・
２０５２︶

10
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令和２年度の各種福祉関係手当は下記のとおりに改定されます。
手 当 名

平成31年4月〜令和2年3月

令和２年４月〜

４２,９１０円
〜１０,１２０円

４３,１６０円
〜１０,１８０円

５２,２００円

５２,５００円

３４,７７０円

３４,９７０円

特別障害者手当

２７,２００円

２７,３５０円

障害児福祉手当

１４,７９０円

１４,８８０円

福祉手当（経過措置分）

１４,７９０円

１４,８８０円

児童扶養手当

特別児童扶養手当（１級）
〃

（２級）

支 給 月
３・４月分…５月期
５・６月分…７月期
７・８月分…９月期
９・10月分…11月期
11・12月分…１月期
１・２月分…３月期
４〜７月分…８月期
８〜11月分…12月期
12〜３月分…４月期
２〜４月分…５月期
５〜７月分…８月期
８〜10月分…11月期
11〜１月分…２月期

問い合わせ 住民福祉課福祉係（内線２０６３）
広報かつらぎ 令和2年（2020年）4月号
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◆令和２年度均等割額の軽減判定（２割・５割）の所得基準が拡大されます
平成31年度

令和２年度
５割軽減

33万円+28万円×世帯に属する被
保険者数

33万円+28万5千円×世帯に属す
る被保険者数
２割軽減

33万円+51万円×世帯に属する被
保険者数

33万円+52万円×世帯に属する被
保険者数

健康推進課保険年金係（内線２０５８）
和歌山県後期高齢者医療広域連合（☎０７３―４２８―６６８８）
問い合わせ

均等割額

45,812円

50,304円
所得割額

8.80％

9.51％
賦課限度額
（上限保険料額）

62万円

64万円

※被用者保険の被扶養者であった方は、均等割額を資格取得後２年
間に限り５割軽減され、所得割額はかかりません。

７割

７割

8.5割軽減

7.75割

７割

国民年金
保険料改定
令和２年度の国民年金保
険料は︑月額１６︐５４０
円となります︒
４月上旬に１年分︵令和
２年４月〜３年３月分︶の
納付書が日本年金機構から
送付されます︒１年前納︑
６カ月前納など保険料の割
引がある前納できる納付書
も同封されていますので︑
お得な前納制度をぜひご利
用ください︒
納付は︑納め忘れがなく
手間のかからない口座振替
が便利です︒
※平成 年度保険料の半額
免除など一部免除に該当さ
れている方には︑３カ月分
︵令和２年４月〜６月分︶
の納付書が４月上旬に送付
されます︒

令和２年度に
出生・死亡・死産・
婚姻・離婚の届出
をされる方へ

出生や死亡︑死産があった
場合や︑婚姻︑離婚をした方
にはそれぞれ﹁出 生 届﹂
﹁死 亡
届﹂
﹁死 産 届﹂
﹁婚 姻 届﹂
﹁離 婚
届﹂を 市 区 町 村 に 提 出 し て い
ただいています︒
この各届出は︑５年に１度
の国勢調査実施年度には︑職
業︵死亡届には産業も︶の記入
もお願いしています︒
届出は厚生労働省の毎年実
施する﹁人口動態調査﹂に活
用され︑その調査結果は︑公
衆衛生︑労働衛生︑社会福祉
など各施策のための基礎資料
として活用します︒
人口動態調査で使用する情
報は統計法により︑厳しく守
られていますので︑安心して
記入してください︒
対象 令和２年４月１日〜令
和３年３月 日までの出生・
死亡・死産・婚姻・離婚の届
出

問い合わせ 住民福祉課住民
係︵内線２０６１︶

31

31

問い合わせ 健康推進課保
険年金係︵内線２０５６︶︑
和歌山東年金事務所国民年
金課︵☎０７３︱４７４︱
１８４１︶

広報かつらぎ 令和2年（2020年）4月号
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８割軽減

７割

令和２年度 令和３年度
平成31年度
本則

後期高齢者医療保険料改定

改定後
（令和２・３年度）

和歌山県内の保険料率
︵均等割額・所得割率︶は︑
和歌山県後期高齢者医療
広域連合で決定し︑２年
ごとに改定を行っていま
す︒令和２・３年度の保
険料率は次のとおりです︒

改定前
（平成30・31年度）

※７月中旬に被保険者の方へ決定した保険料を通知します。
※詳細は、お問い合わせください。

◆均等割軽減割合の見直しを行います

＜犬の登録および狂犬病予防注射日程表＞
５月11日（月）

登
録

は︑年に１回︑狂犬病予防
注射を受けることとなって
おり︑注射済票の交付を受
けなければなりません︒

三谷公民館
河南地域交流センター
四邑公民館
（新）
西渋田児童館
見好公民館
星山選果場
天野診療所
新城地域交流センター
（すぎのこ）
（旧）
志賀小学校前
前田敏彦宅付近
（志賀）

金

９:30〜 ９:45
10:00〜10:10
10:25〜10:35
10:50〜11:05
11:20〜11:30
13:30〜13:40
13:55〜14:10
14:30〜14:40
15:00〜15:15
15:30〜15:40

90

料

５月13日（水）

10

30

・登録料金︵鑑札交付含む︶
３０００円
・注射料金︵済票交付含む︶
３２５０円

笠田公民館佐野分館
笠田駅前付近
笠田公民館
笠田東児童館
新規作物・地域ブランド定着施設
萩原コミュニティセンター
極楽寺
（高田）
四郷地域交流センター
（ともがき）
西方寺
（東谷）

※令和元年 月１日より︑
狂犬病予防注射の料金が改
定されています︒

９:30〜 ９:40
９:55〜10:10
10:25〜10:35
10:50〜11:05
11:20〜11:30
13:30〜13:40
13:55〜14:05
14:20〜14:30
14:45〜14:55

〜犬の登録と
狂犬病予防注射〜
飼い主は︑犬を飼った日
から 日以内︵生後 日未
満の犬は生後１２０日以
内︶に申請してください︒
※犬の登録は生涯１回です
が︑飼い主の住所変更があ
った場合や︑犬が死亡した
ときは届出が必要です︒

５月12日（火）

２年度

予防注射

中飯降地域交流センター
中飯降児童館
妙寺小学校前
丁ノ町地域交流センター
丁ノ町児童館
大谷公民館
かつらぎ体育センター
役場前駐車場

狂犬病予防法などの法令
などに基づき︑犬の飼い主

９:30〜 ９:40
９:55〜10:05
10:20〜10:30
10:45〜10:55
11:10〜11:20
13:30〜13:45
14:00〜14:15
14:30〜14:40

犬を飼っている
令和
皆さんへ

５月14日（木）
13:00〜16:00

花園地区

※最寄りの会場で登録と予防注射を
済ませてください。
※今年度から、それぞれの集合注射
実施場所の時間が短縮されていま
すので、ご注意ください。
問い合わせ
住民福祉課生活環境係（内線２２３１）
広報かつらぎ 令和2年（2020年）4月号
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高野参詣道トレッキング
新緑の季節、聖地・高野山へ続く祈りの道を歩いてみませんか？

4/5（日） くどやま森の童話館と桜

世界遺産黒河道トレッキング

コ ー ス 応其寺〜高野町役場 約19㎞（約８時間）、健脚向け
申 込 締 切 当日受付 参加費 1,000円（記念品、保険料、ガイド料など）
問い合わせ 高野七口再生保存会 ☎080-1434-0985

4/25（土） 第５回高野参詣道黒河道トレッキング

〜やどり温泉いやしの湯で一息〜

コ ー ス 応其寺〜やどり温泉いやしの湯 約13㎞（約５時間）、一般向け
申 込 締 切 ４月17日（金）※先着30名 参加費 1,000円（入浴料、記念品、保険料）
問い合わせ 高野参詣道黒河道トレッキング実行委員会 ☎0736-33-6106（平日8：30〜17：15）

5/17（日） 西国街道槇尾道

大正時代の新高野街道と世界遺産不動坂

コ ー ス ＪＲ高野口駅〜不動坂口女人堂 約15㎞（約７時間）、健脚向け
申 込 締 切 当日受付 参加費 1,000円（記念品、保険料、ガイド料など）
問い合わせ 高野七口再生保存会 ☎080-1434-0985

5/31（日） 第36回高野山参詣登山

〜町石道を歩く〜

コ ー ス 九度山町役場〜壇上伽藍中門前 約20㎞（約７時間）、健脚向け
申 込 締 切 当日受付 参加費 1,000円（記念品、保険料）
問い合わせ 伊都橋本青少年団体連絡協議会 ☎0736-22-5530（８時〜17時、月曜を除く）
※新型コロナウイルスの影響により、中止・延期になる場合があります。
参加される方は、事前に各問い合わせ先へ確認してください。
※次の企画は中止します。

●４月12日（日）歩こう！未体験のケイケン
問い合わせ

高野山麓ツーリズムビューロー

●５月23日（土）世界遺産

空海の道
☎0736-33-3922

三谷坂を歩く

問い合わせ 三谷坂ウォーク実行委員会（かつらぎ町産業観光課内）☎0736-22-0300

ＩＣＯＣＡエリア拡大
ＪＲ西日本では３月14日（土）より、和歌山線全線ときのくに線海南駅から紀伊田辺駅間の全
駅で、ICOCAが利用できるようになりました。ICOCAならきっぷを買わずに自動改札機に
タッチするだけで簡単に利用できます。残高が少なくなったらコンビニや券売機でチャージを
することで１枚のICOCAを繰り返し使えます。またICOCAは街ナカのコンビニやスーパー、
家電量販店などでも電子マネーとして使うことができ、普段電車に乗らない方でも便利に利用
できます。詳しくは、ICOCAで検索。
問い合わせ ＪＲ西日本お客様センター（☎０５７０−００−２４８６）

13

広報かつらぎ 令和2年（2020年）4月号

突然涙を流し泣き出しまし
た︒その時私には母の涙の
意味がわかりませんでした
が︑母は﹁ありがとう﹂と
私を抱きしめました︒その
時私の何気ない一言が嬉し
かったのだと気付きました︒
今私は︑自転車で坂道を
楽に上るために変速機を利
用します︒病気になった時
は家族が当たり前のように
看病をしてくれます︒また
どうすることもできず困っ
たときは﹁助けて﹂と声を
上げれば誰かが助けてくれ
ます︒この当たり前のこと
で私は普通に生活が送れて
います︒耳が聞こえにくい
人は補聴器を︑歩けない人
は車いすを利用することで︑
ある程度の不自由さをカバ
ーできると思います︒しか
し︑補聴器をつけると何も
かも聞こえるわけではあり
ません︒車いすも誰かの介
助がなければどこへでも行
けるわけではありません︒
忘れやすくなった人は周り
の人のサポートが必要です︒
私たちは自分一人の力で
はどうしようもなくなった
時︑物を利用しますが︑周
りの人の手助けと思いやり

があわさることで︑今まで
と変わらない生活を送るこ
とができると思います︒こ
の先色んな場面に出会った
時︑私に何ができるのか今
はわかりません︒でも︑も

し私の周りで困っている人
が居れば︑当たり前のよう
に声をかけ︑手を差し伸べ
ることができる人になりた
いと思います︒

14
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◎人権作文優秀賞◎

植田祐佳

﹁力が足りないとき﹂
︵受賞当時︶

不快に思うこともあります︒
でも︑耳が聞こえにくいお
じいちゃんは︑坂道を自転
車で上るよりもずっと辛く
て︑情けないことなのだろ
うということが分かりまし
た︒
それから︑私と母である
認知症をテーマにしたドラ
マを見ていた時のことです︒
母が﹁自分も家族の顔がわ
からなくなったらどうしよ
う﹂とつぶやいたのです︒
私は︑何も思わず﹁お母さ
んが忘れても私が憶えてい
てあげるから大丈夫﹂と答
えると︑それを聞いた母は

２月25日（火）、和泉市役所にて大阪府和泉市と公共施設の相互利用に
関する協定を締結しました。両市町は、昭和63年に友好都市提携を結び、
これまで住民の相互交流を行ってきました。今回の協定は、平成29年４
月に国道480号線の鍋谷峠道路・父鬼バイパスが開通し、通行に要する
時間が短縮したことを生かし、住民の利便性の向上や交流活動の促進を
図るため、かつらぎ町
の総合文化会館など８
施設と和泉市の生涯学
習センターなど４施設
について、両市町の住
民であれば施設設置市
町の住民と同一料金で
利用できるようにする
ものです。

妙寺小学校６年
私は︑今年の誕生日に自
転車を買ってもらいました︒
それは私の身長が伸びたこ
とで今まで乗っていた自転
車が少し小さくなったから
です︒新しい自転車は︑今
までのものに比べ進むのが
速く︑坂道でも変速機を使
うと楽に上ることができま
す︒この時ふと気付いたこ
とがあります︒それはおじ
いちゃんの補聴器のことで
す︒私のおじいちゃんは耳
が聞こえにくいので︑普段
は補聴器を装着しています
が︑それでも少し聞こえに
くいみたいです︒また︑時
々ピーピーと反響音が鳴っ
たりするのが嫌なようで︑
家では外していることが多
いです︒そのため会話が成
立せず︑あいまいな答えし
か返ってこないので︑つい
強い口調で話しかけ︑あき
れることもあります︒さら
にピーピーと鳴る反響音が

和泉市と公共施設を相互利用する協定を締結

まちのわだい
プログラミングコンテスト全国大会銅賞受賞

協賛企業賞受賞

２月９日（日）、ソフトバンクグループ株式会社で開催され
たプログラミング学習の成果を競う成果発表会において、渋
田小学校のチームが小学校部門で銅賞に輝きました。
渋田小学校のチームは、課題である「身の回りで役立つ
Pepper」をテーマに、スタンプラリー形式で楽しく一日一
善ができるよう工夫を凝らしたプログラムを発表し、各自治
体・団体の
代表24チー
ムの中から
成果を競い
合った結果、
今回の受賞
となりまし
た。

2月11日（建国記念の日）に開
催された「きのくにICTプロ
グラミングコンテスト Switch
Up WAKAYAMA2019」にお
いて、渋田小学校と笠田中学
校のチームが協賛企業賞を受
賞しました。
渋田小学校のチームはソフ
トバンク社の人型ロボット
「Pepper」を用いてかつらぎ
町の観光案内をするプログラ
ムを、笠田中学校のチームは
県内の郷土料理や和歌山の方
言を伝えるプログラムをそれ
ぞれ発表し、今回の受賞とな
りました。

近畿スポーツ推進委員協議会
功労者表彰

地域の子ども応援活動
に感謝状贈呈

２月７日（金）、８日（土）に和歌山県民文化会館な
どで開催された令和元年度近
畿スポーツ推進委員研究協議
会において、スポーツ推進委
員として地域スポーツの普及
振興に功績があった方29名に
対し、近畿スポーツ推進委員
協議会会長より表彰状などが
贈られ、かつらぎ町スポーツ
推進委員の岡本廣美さん（柏
木）が受賞されました。

２月13日（木）、長年にわたり地域で
支援を要する子
どもたちの応援
活動に尽力され
た溝端かほるさ
ん（妙寺）にかつ
らぎ町要保護児
童対策地域協議
会飯塚委員長か
ら感謝状が贈呈
されました。

善行少年表彰式
かつらぎ警察署少年補導員連絡会は、例
年、青少年健全育成の一環として、かつら
ぎ警察署管内の小・中学校で地域社会の奉
仕活動など、模範となる行いのあった児
童・生徒を表彰しています。２月14日（金）、
同署で表彰式が行われ、町内からは13名の
児童・生徒が表彰されました。 《敬称略》
中谷 彩織（妙寺中３年）・溝北
四橋
大（妙寺中２年）・岡松
牧田 珠幸（渋田小６年）・森本
荻野
道（梁瀬小６年）・池田
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浩之（妙寺中３年）
茉依（笠田中３年）・北谷 春菜（笠田中２年）・大田 琉与（笠田中１年）
未紅（大谷小６年）・中谷 絢香（笠田小６年）・関本 柚優（笠田小６年）
英介（妙寺小６年）・中畑 心温（妙寺小６年）

集

日︵木︶︵土︑日を除く︶
選考方法 書類選考・面接
申込方法 市販の履歴書に
記入の上︑ご持参ください︒
申し込み・問い合わせ 生
涯学習課指導係︵内線３０
１９︶

30

ボーイスカウト伊都
第３団隊員募集
伊都第３団では︑隊員の
募集をしています︒
︵カブ隊︶小学３年生〜
※小２から体験入隊受付
︵ボーイ隊︶小学６年生〜
※小５から体験入隊受付
問い合わせ
カブ隊隊長 大家啓徳
ボーイ隊隊長 木村明宏
︵ＦＡＸ ︱７９０５︶

お知らせ
公金取扱時間変更

◆支払業務︵町からの支払︶
税金の還付金やかつらぎ町
役場からの現金の支払い
時間 午前９時〜午後３時
問い合わせ 会計課会計係
︵内線２０７２︶

じます︒
４月３日︵金︶︑ 日︵金︶
午後１時〜５時
場所 保健福祉センター
１階機能訓練室
問い合わせ 健康推進課衛
生係︵内線６０３１︶

かつらぎ体育センター
消費生活相談
耐震改修工事終了

談

② 月 日︵火︶
高野町役場２階応接室
③ 月 日︵火︶

④ 月 日︵火︶
九度山町ふるさとセンター
各日︑午後１時〜４時

橋本市役所消費生活センター

14

募

31

17

耐震改修工事終了に伴い
高齢者を狙った悪質な訪
４月 日︵火︶より使用を開 問販売や契約・取引に関す
始します︒現在申請は︑社 る ト ラ ブ ル や メ ー ル や ハ ガ
会体育係で受付中です︵使 キ な ど で の 架 空 請 求 詐 欺 な
用開始後は︑体育センター ど の 消 費 者 問 題 で お 悩 み の
で申請を受け付けます︶︒
方はご相談ください︒
問い合わせ 生涯学習課社
また︑橋本市・九度山
会体育係︵内線３０１７︶ 町・高野町と協定を結んで
いますので︑３市町におい
桜ライトアップ中止 て実施される消費生活相談
会もご活用いただけます︒
今春のかつらぎ公園の桜
① 月 日︵火︶
ライトアップは中止します︒ かつらぎ町役場２階会議室Ｂ

相

理学療法士相談

﹁リハビリは卒業したも
のの …
﹂と自宅での自主リ
ハビリや健康体操の方法な
どでお悩みの方の相談に応

21

お知らせ

文化財行政事務補助員募集

16

22

３ 月号でも案内しました
が４月１日より︑町指定金
融機関紀北川上農業協同組
合かつらぎ町役場出張所
︵町金庫︶の窓口開設時間は
次のとおりです︵土︑日︑祝
日︑年末年始を除く︶
︒
◆収納業務︵町への支払︶
町税やその他かつらぎ町発
行の納付書の現金による納
付︵町の税金︑保険料︑水
道料金︑住宅使用料︑保育
料など︶
時間 午前９時〜午後５時

７

４

問い合わせ 産業観光課商
工観光係︵内線２１０３︶

※どの会場でも相談できます︒

28

21

Information

募集人員 １名
業務内容 文化財行政事務
︵文化財の調査・整理作業
など︶補助および生涯学習
行政事務補助
任用期間 ６月１日︵月︶〜
令和３年３月 日︵水︶
※勤務実績などにより再度
任用する場合あり
業務時間 午前８時 分〜
午後５時︵平日︶
応募資格 普通自動車免許
を有すること︑ワード・エ
クセルが使用できること︑
地方公務員法第 条に規定
する欠格事項に該当しない
者
身分 会計年度任用職員
募集期間 ４月１日︵水︶〜

４

４

４

―
―
２件
―
―
３件
５件
―
―
30,000円
―
―
24,000円
54,000円
―
―
10件
―
４件
１件
15件
―
―
154,200円
―
23,000円
4,458円
181,658円
弔 意
見舞い
お祝い
賛 助
会 費
その他
計

議会および議長
金 額
件数
町および町長
金 額
件数
１・２月分

23

町および町長・議会および議長交際費の公表

４月の
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４月 日︵月︶︑ 日︵月︶
受付 午後１時 分〜
３時 分︵先着順︶
相談時間 午後４時まで
場所 地域福祉センター
問い合わせ 社会福祉協議
会︵☎
４
―３１１︶

無料法律相談
行政相談委員制度は︑国
の行政機関などの仕事に対
する皆さんからの苦情や意
見・要望を受けて︑公正・
中立の立場から解決や実現
の促進を図る制度です︒
本町では︑行政相談委員
による行政相談所を次のと
おり開設します︒
相談は無料で︑秘密は固
く守られますので︑お気軽
にご利用ください︒
相談所開設日
４月 日︵木︶
役場花園支所
６月 日︵木︶
天野地域交流センター
８月 日︵木︶
四郷地域交流センター

行政相談所開設
30 27

ふくし何でも相談
日常生活上の困りごとに
幅広く相談に応じています︒
日時 月〜金曜の午前９時
〜午後５ 時︵祝日を除く︶
場所 地域福祉センター
電話での相談や訪問して
※
の相談も行っています︒
問い合わせ 社会福祉協議
会︵☎
４
―３１１︶

月 日︵木︶
問い合わせ 伊都振興局企
笠田公民館佐野分館
画産業課︵☎０７３６︱
月 日︵木︶
︱４９０９︶
丁ノ町地域交流センター
令和３年２月 日︵木︶
ひきこもり青年のための
三谷公民館
﹁居場所﹂﹁親の会﹂
受付 各日︑午後１時 分
◆居場所
〜３時 分︵先着順︶
４月６日︵月︶︑７ 日︵火︶︑
相談時間 午後４時まで
日︵月︶︑ 日︵火︶︑ 日
問い合わせ 住民福祉課住
︵月︶︑ 日︵火︶︑ 日︵月︶︑
民係︵内線２０６１︶
日︵火︶︑５ 月 日︵月︶︑
日︵火︶
就職相談
午後１時 分〜３時 分
◆親の会
４月 日︵火︶
４ 月 １ 日︵ 水 ︶︑ ５ 月 日
笠田公民館佐野分館
︵水︶午後７時〜９時
４月 日︵火︶
場所 大谷地域交流セン
笠田東児童館
ター １階和室
４月１日︵水︶︑ 日︵水︶
主催・問い合わせ よりみ
かつらぎ総合文化会館
各日︑午後２時〜３時 分 ち︵☎０９０︱７０９３︱
９５９５︶開所時間内のみ
※非通知設定の場合はお答
えできない場合もあります
※ひきこもり支援について
の問い合わせ 住民福祉課
福祉係︵内線２０６６︶

相談所です︒事業者の皆さ
んに売上拡大・経営改善な
どのお悩みをお気軽に相談
いただけるよう︑定期的に
出張相談会を開催していま
す︒ぜひご利用ください︒
ご予約をお願いしており
ますので︑ご連絡ください︒
日程 毎月第１・第３月曜
日︵祝日︑年末年始を除
く︶︑ 午 前 ９ 時 分 〜 午 後
５時 分
場所 伊都振興局
費用 無料
※詳細は︑ホームページを
ご覧ください︒
申し込み・問い合わせ 和
歌山県よろず支援拠点︵公
益財団法人わかやま産業振
興財団内☎０７３︱４３３
︱３１００︶
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よろず支援拠点
〜定期出張相談会〜

町税などの納付は便利で確実
な口座振替をご利用ください。

30

第１期

介護保険料

●
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12 28

よろず支援拠点は︑国が
全国に設置する無料の経営

○４月30日（木）
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納期限
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小説・エッセイなど

新着図書のご案内

６(月)・13(月)
20(月)・27(月)

三世代探偵団２
赤川 次郎
かんばん娘
志川 節子
猫君
畠中 恵
箱とキツネと︑パイナップ
ル
村木 美涼
ドミノ㏌上海
恩田 陸
犬のかたちをしているもの
高瀬 隼子
鐘を鳴らす子供たち
古内 一絵
新庄 耕
柴田 哲孝
柳 広司
地面師たち
野守虫
太平洋食堂

春におすすめする本

【一般書】
「超一流の雑談力」
安田 正 著
「きっと明日はうまくいく魔法の一歩」
斎藤 茂太 著
「園芸作業の便利帳」 渡辺 均 著
【児童書】
「ようちえんいやや」 長谷川 義史 著
「ふしぎなトイレくん」 ニコラス・アラン 著

「絵本カバーバック」プレゼント

୫ᓻ
ᓻɁ
Ɂሻ
ሻ
୫

春の山かくれんぼする鳥の声

新しき出合ひの四月七日かな

藤の花束の間停る無人駅

金子よしお

妙中ツヤ子

西村

坂本

紀代

たか

η
ǽ բ

彼岸花白きは妻を思ひけり

野口

︵若返り会︶

城

赤々と命するどき牡丹の芽

ᅽ
ǽ ඟ
うれい

癒えて抱く愁もあらん病院の庭に散り敷く山茶花の白

木多浦二三子

中

節子

押し合いて咲く枇杷の花こんもりと初雪のせてただ春
こぶし

を待つ

姫辛夷赤い椿の側に咲くちらちらちらと花弁揺らして

山根木定子

重治

国政は疑惑にまみれ国会は一強多弱で機能果たせず

芋瀬

︵かつらぎ短歌会︶
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児童書
のりまき
小西 英子
ねこのジョン
なかえ よしを
動物と話せる少女リリアー
ネ
タニヤ・シュテーブナー
自分の力で肉を獲る
千松 信也
梅澤 真一
消防署図鑑

４月21日（火）〜５月10日（日）
（休館日除く）の間に、
図書館で本を借りた小学生以下の子どもに「絵本カバ
ーバック」をプレゼントします（なくなり次第終了）
。

13

趣味・実用書など
小さな幸せがみつかる世界
のおまじない 亀井 英里
死ぬほど読めて忘れない高
速読書
上岡 正明
はじめてのやせ筋トレ
とがわ 愛
テルマエ・ロマエ︵１〜６︶
ヤマザキ マリ
木のタネ検索図鑑
小南 陽亮

図書館（内線３０２１）
問い合わせ

⟳࿕ɨ߄࿉◅υ◅༹

健康ひろば
高齢者肺炎球菌予防接種
平成26年10月から高齢者肺炎球菌予防接種が定期接種と
なりました。接種を希望される方は、実施医療機関に予約
の上、接種を受けてください。
対象者
①65歳の方（昭和30年４月２日〜31年４月１日生）
②60歳〜65歳未満の方で、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機
能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害を
有する方
※今年度は経過措置として次の方も対象となります。
年 齢

生 年 月 日

70歳

昭和25年４月２日〜26年４月１日生

75歳

昭和20年４月２日〜21年４月１日生

80歳

昭和15年４月２日〜16年４月１日生

85歳

昭和10年４月２日〜11年４月１日生

90歳

昭和５年４月２日〜６年４月１日生

95歳

大正14年４月２日〜15年４月１日生

100歳

大正９年４月２日〜10年４月１日生

自己負担

2,500円

助成回数 １人につき１回まで
※過去に23価肺炎球菌ワクチン
（ポリサッカライド）の接種を
受けたことがある方は対象外。
接種期間 ４月１日（水）〜令和
３年３月31日（水）
※対象となる方には３月末に案
内文と接種券を送付しています。
詳細はそちらをご覧ください。
※70歳以上の方の助成制度は継
続していますので、定期接種対
象外の方はご利用ください。

問い合わせ 健康推進課衛生係（内線２０５３）

令和２年度

集団ミニドック健診のお知らせ

日 程
◆花園保健センター
６月27日（土）、28日（日）
◆かつらぎ町保健福祉センター
７月21日（火）〜23日（海の日）、７月27日（月）〜８月３日（月）
対象者
■各種がん検診
今年度40歳以上になる町民の方
※前立腺がん検診は50歳以上
■特定健診
今年度40〜74歳のかつらぎ町国民健康保険加入者
申込締切

６月１日（月）

申込方法
受診券に同封している「集団ミニドック健診申込
書」に希望日、希望健診項目を記入の上、返信用
封筒で送付してください。
問い合わせ 健康推進課衛生係（内線２０５３）
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ご注意ください！
胃がん・乳がん検診は１日に受
診できる人数が限られています。
定員になり次第締め切らせていた
だきますので、第一希望日をお約
束できない場合があります。ご協
力よろしくお願いします。
胃がん検診・・・40名／日
乳がん検診・・・20名／日

健康ひろば
子育て支援センターからのお知らせ
日・祝以外は開いているのでいつでも遊びに来てね。

わくわく広場

赤ちゃんクラブ「よちよち」
１歳未満の赤ちゃんとお母さんのふれあいの場です。

子どもたちの遊びの広場です。
製作など楽しい活動がいっぱいです。

・４月20日（月）午前10時〜11時

・４月９日（木）午前10時〜11時
「カレンダー作り
（春）
」

なかよし広場

「カレンダー作り
（春）
」

育児相談

子育て講座や親子でふれあう交流の場を開いています。

子育てについて悩んでいませんか？

・４月15日（水）午前10時〜11時

・４月16日（木）午後1時〜3時

おしゃべりサロン

「春の散歩
（紀ノ川堤防）
」
雨天の場合
「センターで遊ぼ
う」 ※持ち物：帽子・飲み物

※この日以外でも気軽にご相談ください。

「おめでとう」コーナー

子育てについて、いろんなおしゃべりを楽しもう♪

誕生日の記念に手形or足形を残しませんか？

・４月22日（水）午前10時〜11時

・ 毎月第１、第２金曜日
午前中（午前9時〜11時30分）

「はじめましての会」

※お誕生月の未就園児のみを対象とさせていただきます。

場所
（上記いずれも）
：子育て支援センター（保健福祉センター1階）
問い合わせ 子育て支援センター「はぐくみ」（内線６０１３）

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、「はぐくみ」は３月２日
（月）から当分の間、臨時休業にしています。イベントについても、休業中
は実施していませんので、ご理解とご協力をお願いします。

赤ちゃんクラブで「親子体操」がありました。
体を動かしてスッキリしました。

おしゃべりサロンで「子育てを楽しむため」の
お話を和やかな雰囲気で聞きました。

● 育児サークル
サークル名

場

所

日

時

４月17日㈮
笠田育児
笠田公民館
サークル （笠田ふるさと交流館） お休みです
渋田育児
サークル

見好公民館

４月２日㈭
10:00〜11:00

● 園庭開放
※４月はお休みです。
令和２年度は５月から始まります。
※令和２年度の園庭開放は、三谷こども園が
第２火曜日、佐野こども園が第３火曜日に
変更予定です。

広報かつらぎ 令和2年（2020年）4月号
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４月の保健カレンダー

【問い合わせ】健康推進課衛生係（内線2054・2059）

● 母子の健診・相談・教室
事

業

名

日

時

対

象

場

所

内

容

な

ど

4か月・6か月児
健康診査
１歳６か月児
健康診査

身体計測・医師による診察・発達観察・育
児相談・離乳食指導 ［バスタオル持参］

10か月児
健康相談

身体計測・発達観察・育児相談・歯科指導・
離乳食指導

対象児には、日時など
個別に案内します。

子育て教室
「すくすく」

保健福祉センター

２歳児
健康相談

身体計測・医師による診察・歯科医師による
歯科検診・歯科指導・発達観察・食事指導

身体計測・発達観察・育児相談・食事指導・
歯科指導
授乳指導・子育てワンポイント・交流会
[事前に申し込みが必要です]

７か月児教室
「さくらんぼ」

ふれあい遊び・子守歌・絵本の読み聞かせ
・ペープサート・交流会・ブックスタート
事業による絵本のプレゼント

11か月児教室
「りんごちゃん」

ふれあい遊び・手遊び・お歌・絵本の読み
聞かせ・交流会

● 糖尿病フォローアップ教室
４月８日（水）に予定していた下記の教室
は中止いたします。また、当分の間、開催
を見合わせます。

「はじめよう健康づくり！
自分のからだを知ろう」

令和２年度

各種がん検診の受診券送付

受診券有効期限

令和３年
2月28日(日)

Ａ４サイズ（みどり色）の各種がん検診の受診券は、ゴールデンウィークまでに世帯ごとに送
付します。この受診券１枚に、胃・肺・大腸・乳・子宮・前立腺の各検診受診券が含まれてお
り、受診できない項目のがん検診は｢※｣になっています。
受診される際は、切り取って医療機関または集団健診会場へ持参して下さい。
各種がん検診の詳細・実施医療機関・集団健診の日程は、受診券に同封している案内文をご
覧ください。
問い合わせ 健康推進課衛生係（内線２０５３）
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