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////表紙の写真////
花園わんぱく公園の写真
（P.12-13に関連記事あり）

＝広報の表紙写真（イラスト可）を募集します＝
町内の風景・人物・イベント等かつらぎ町らしさ
が伝わる作品を募集します。詳細は、町ホーム
【８月号締切７月10日（金）
】
ページをご覧ください。
問い合わせ 総務課総務係（内線2025）

町長メッセージ

町民のみなさまへ
世界中で猛威を振るってきた新型コロナウイル
ス感染症は、日本経済はもとより国民生活全般に
大きな影響を与えております。
そのような中にあって、ようやく全国に発出さ
れていた緊急事態宣言が解除となり、徐々にでは
ありますが社会経済活動が再開され、私たちも日
常の生活を取り戻しつつあります。しかし感染症
対策を行いながらの生活に慣れるには、まだまだ
時間がかかりそうです。この７月号の町広報に載
せる記事を書いているのは６月初旬ですが、皆様
がこの７月号の広報を目にする頃には、感染症が
終息に向かっていることを祈るばかりです。
小中学校なども再開しましたが、以前とは違う
形での学校生活となっており、三密（密閉・密
集・密接）を避けるという感染症対策を講じての
学校生活は、子どもたちにも大きな負担がかかっ
ていると思います。
今回の感染症は、今まで経験したことがない状
況の中で、今、何ができるか？また、何が必要か？

という事をしっかりと考え、それをいち早く実行
していく事が求められています。更には刻々と変
わっていく状況を把握しながらスピード感を持っ
て知恵を絞りだすという大変さを痛感させられま
した。医療現場も大変な状況となりました。特に
地域医療の要である紀北分院で感染者が出たこと
で、外来の受け入れ中止や救急の受け入れも中止
となり、皆様には本当にご不便とご心配をおかけ
いたしました。
また、県外からの観光客等の受入自粛の為、公
民問わず、多くの施設で臨時休業を行っていただ
きましたが、ここで改めてご協力をいただいた皆
様に心より感謝申し上げます。
町としては、町民生活や町内事業者への影響把
握に努め、今後、町としてできる支援策に取り組
んでいきたいと考えております。
できる・できないに関わらず、皆様からのご意
見をいただければと考えておりますので、よろし
くお願いいたします。
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介護予防情報第1弾!! 新型コロナウイルス感染症対策により外出の機会が減少し、
運動不足が気になるところです。介護予防の一環のため運動・栄養・口腔ケア
などシリーズで紹介します！

9ROउअठदলਟॊऊ॒ञ॒ઈ

健康運

歩くときに必要な筋肉運動（イス編）
年齢を重ねても自立した生活を送りたいと願う気
持ちは、誰もが持っています。そのためには筋肉を
一定水準以上に、維持していなければなりません。
イスを利用しての簡単な筋トレです。ゆっくりとし
た動きで呼吸を止めないで行いましょう。
暑さが増してきましたので部屋の中でも熱中症に
気をつけて、水分補給を忘れずに！
問い合わせ 健康推進課長寿社会係（内線6020）

1. つま先の上げ下げ（ヒザ下の筋肉）

動指導
士と
理学療
法士が
監修

チャレンジする人
（健康推進課）井本

理学療法士：松井
健康運動指導士：西風

2. カカトの上げ下げ（ふくらはぎの筋肉）

イスに座って息を吸って、息を吐きながらゆっ

イスに座って息を吸って、息を吐きながらゆっ

くりつま先を上げます。息を吸いながら、ゆっ

くりカカトを上げます。

くりつま先を下ろします。

息を吸いながらゆっくりカカトを下ろします。

８回繰り返し２セット行いましょう。

８回繰り返し２セット行いましょう。

●つまずき予防。転倒防止になります。

●歩くときの地面をけるチカラをつけます。

3. けり上げ（太ももの筋肉）

4. ヒザ上げ下げ（股関節まわりの筋肉）

イスに座って息を吸って、息を吐きながらゆっ

イスに座ってヒザを持ち上げ足踏みをします。

くり足を蹴り上げます。息を吸いながら、足を

1.2.で左足を持ち上げましょう。3.4で左足を

下ろします。左足で４回、右足で４回繰り返し

下ろします。5.6で右足を持ち上げましょう。

２セット行いましょう。

7.8で右足を下ろします。２回繰り返しましょ

●太ももの前の筋肉強化です。

う。

イスは安定のある物を選んで、浅く腰をかけ姿勢を正して行いましょう。
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町からのお知らせ
かつらぎ町では、令和３年４月から新規採用
となる職員を募集します。受験希望者は、下記
内容を確認の上、申し込んでください。

月採用
令和３年４

かつらぎ町職員募集

また、左のページでは、実際にかつらぎ町で
働く先輩職員をご紹介！かつらぎ町職員を目指
している方や、公務員の仕事に関心のある方は
ぜひご覧ください。
問い合わせ

申込書類の
ダウンロードは
こちら▶▶▶

総務課管理係（内線2026）

試験区分・採用予定人員

申込書類の配布

一般行政職
① 事務職 ２名
② 土木職 １名
※採用予定人員は、退職者等の発生状況によ
り変更することがあります。

●７月１日（水）〜
総務課で配布します。※町ホームページから
もダウンロードできます。

受験資格
①

平成３年４月２日〜平成15年４月１日ま
でに生まれた方
② 平成３年４月２日〜平成15年４月１日ま
でに生まれた、次のいずれかの要件を満た
す方
・土木の専門課程（それに準じる課程を含む。）
を修了した方、または令和３年３月末まで
に修了見込みの方
・測量士もしくは、測量士補または土木施工
管理技士等の資格を有する方

※①②とも、次のいずれかに該当する方は受験
できません。（イ〜エは地方公務員法第16
条の規定）
ア 日本国籍を有しない方
イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わ
るまで、またはその執行を受けることがな
くなるまでの方
ウ かつらぎ町の職員として懲戒免職の処分を
受け、当該処分の日から２年を経過しない
方
エ 日本国憲法施行の日以後において、日本国
憲法またはその下に成立した政府を暴力で
破壊することを主張する政党その他の団体
を結成し、またはこれに加入した方

申込方法・受付期間
申込書に必要事項を記入し、総務課へ直接持
参または簡易書留郵便にて郵送してください。
【直接持参する場合】
●７月13日（月）〜９月４日（金） ※土日祝除く
午前８時30分〜午後５時15分
【郵送（簡易書留）の場合】
●９月４日（金）までの消印のあるもの

試験について
【第１次試験】
●10月18日（日）
場所：かつらぎ町保健福祉センター
３階研修フロア
内容：教養試験・作文試験・職場適応性検査
（教養試験は高校卒業程度の内容）
持物：受験票・筆記用具
【第２次試験】
●11月下旬（予定）
内容：面接試験
※詳細は、第１次試験合格者に直接通知。
【合格発表（最終）】
合否に関係なく、第２次試験受験者全員へ文
書で通知。
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町からのお知らせ
住民福祉課住民係 主事

曽和

万柚子（平成30年度採用）

住民福祉課住民係では、戸籍
や住民票、印鑑登録証明書、自

スケジュール
8:15 出勤・窓口開放準備
8:30 窓口業務

動車臨時運行許可証などの発行
・交付や、住所変更に伴う届書
と戸籍届書の受付・記載、個人

メール確認
戸籍届書の記載調査
12:00 昼休み
13:00 窓口業務

番号カードの申請受付・交付・
更新などの業務を行っています。

定額小為替換金
17:15 窓口閉鎖作業・窓口手数料集計
退庁

また、総合窓口も兼ねており、

町職員をめざす人へのメッセージ

町内外の方々と接する機会も多いので、町職員として責任

最前線で住民の皆様の様々な意見に触れ、発想力
に注目する機会があります。行政と住民の皆様が一
丸となり、「全ての世代の方が住み良いまちづく
り」を目指して私たちと一緒に働きませんか。

をもって各課・係の業務を把握し、正確でわかりやすい対
応を心がけています。

教育総務課子育て係 企画員

井本

泰継（平成23年度採用）

私は、子ども達がこども園や
学童保育施設で安全に過ごせる

スケジュール
8:30 出勤・朝礼
9:00 メール確認・庶務整理

ように、施設の修繕や草刈りな

10:00 こども園関係事務

どの整備を行ったり、保育料や

12:00 昼休み

施設整備（現場）

補助金に関する事務を担当して

13:00 学童保育に関する事務・連絡調整

います。学校の先生や支援員の

15:00 担当者との打ち合わせ

方に比べると間接的な業務です

16:00 伺文書の作成、HPの更新等
17:15 退庁

が、かつらぎ町の将来を担う子
ども達の支えになれば嬉しいです。町職員の仕事は、緊急
災害時などは前線で町民の皆さんの安全を確保しなければ
ならない、大切な仕事だと感じています。

町職員をめざす人へのメッセージ

幅広い世代の人々の暮らしに寄り添い、サポート
できるやりがいのある仕事です。
かつらぎ町で一緒に働きましょう。

建設課工務係 企画員

中井

將之（平成25年度採用）

私は町道・林道の維持修繕や
改良・災害復旧、公園整備など

スケジュール
8:30 出勤・朝礼
9:00 書類作成・打合せなど

の設計・工事を主に担当してい
ます。道や河川、公園など業務
は多岐にわたり、幅広く対応す

12:00 昼休み
13:00 現場立会

る必要がありますが、その分色
16:00 工事書類の確認

々な経験ができるのが魅力です。 17:15

退庁

工事現場では、品質管理等だ
町職員をめざす人へのメッセージ

知識は経験を積めば身につくので心配なし！優し
い先輩たちが手厚くサポートしてくれます。やる気
と元気があれば大丈夫！！
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けでなく予期せぬ問題の対応等、工事が滞りなく完了する
よう管理を行っています。技術者として『安く、早く、良
いものを作る』をモットーに業務に取り組んでいます。

町からのお知らせ
ਛڭگফ২ৣষ૾ய
町の財政がどのように運営されているか、皆さんにお知らせ
するために上半期と下半期の２回に分けて、財政状況を公表
しています。
今回は、平成31年度下半期（令和２年３月31日現在）の予
算執行状況などをお知らせします。歳入のうち、県支出金、町
債については予算が翌年に繰り越され、令和２年度に収入さ
37億7414万4千円
37億4353万0千円
19億9933万0千円
19億8380万3千円
12億0880万0千円
2億9940万0千円
10億3129万2千円
10億5873万0千円
9億5042万3千円
7億5245万3千円
8億0979万6千円
4億4401万9千円
3億4909万2千円
3億4909万2千円

歳入 執行率85.8％

2億8790万7千円
2億8790万7千円

予算現額

112億9852万9千円

1億8152万1千円
1億2719万4千円

れるものもあり、執行率が低くなっています。歳出のうち、土
木費や教育費などは翌年に事業が繰り越され、令和２年度に
支出されるものもあるため、執行率が低くなっています。
また、歳入歳出ともに現金の未収未払を整理する期間とし
て、会計年度終了後の翌４月１日〜５月31日までの出納整理
期間が設けられているため、決算額とは異なります。

地方交付税
（99.2%）

民生費
（93.0%）

町税
（99.2%）

公債費
（100.0%）

町債
（24.8%）

土木費
（59.8%）

繰入金
（102.7%）

総務費
（76.1%）

国庫支出金
（79.2%）

教育費
（65.8%）

県支出金
（54.8%）

衛生費
（83.1%）

繰越金
（100.0%）

消防費
（90.2%）

4億7603万9千円
4億2960万5千円

農林水産業費
（78.2%）

4億5460万2千円
3億5557万2千円

地方消費税交付金
（100.0%）
諸収入
（70.1%）

諸支出金
（97.6%）

29億1597万6千円
26億3407万8千円
19億3575万0千円
19億3532万2千円
14億3172万8千円
8億5566万3千円
14億0868万4千円
10億7220万1千円
11億0382万6千円
7億2604万4千円
6億9494万7千円
5億7775万7千円

3億7532万0千円
3億6618万0千円

収入済額
2億2411万0千円
2億1771万6千円

96億8895万3千円

1億3108万1千円
1億2155万4千円

※（ ）内の数値は各項目の
執行率を表示しています。

3億5103万3千円
3億0355万5千円

商工費
（84.9%）

1億3692万6千円
1億1622万2千円

112億9852万9千円

使用料及び手数料
（92.7%）

議会費
（98.4%）

9803万2千円
9650万1千円

92億8933万3千円

その他
（86.5%）

その他
（46.6%）

支出済額

2億6669万9千円
1億2418万7千円

（単位：円）

1人当たり 1世帯当たり
使 い 道
80,668
34,869
145,286 町が自由に使い道を決めることができる税金
62,800
10,260 住み良い町づくりのために活用
4,435
13,643
5,897
13,978 公園や街路、下水道などの都市計画事業に活用
6,042
263,835
114,043

町民へのサービス等に要する経費
項
目
議 会 費
総 務 費
民 生 費
衛 生 費
農林水産業費
商 工 費
土 木 費
消 防 費
教 育 費
公 債 費
諸 支 出 金
そ の 他
合
計

執行率82.2％

予算現額

寄附金
（97.1%）

町民が負担する税負担額
項
目
個人町民税
固定資産税
軽自動車 税
町 たば こ税
都市計画税
合
計

歳出

1人当たり 1世帯当たり
5,848
13,529
64,974
150,316
369,281
159,622
80,998
35,011
49,849
21,547
7,043
16,294
51,852
119,958
26,034
60,228
43,997
101,787
271,320
117,278
51,336
22,190
17,410
7,526
562,922 1,302,306

◇人口 16,502人

（単位：円）

経 費 の 内 容
議会の活動に要する経費
庁舎の維持管理、税金徴収、選挙等に要する経費
児童、高齢者、障害者等の社会福祉に要する経費
感染症予防、清掃関係、火葬場運営等、公衆衛生に要する経費
農林業振興等に要する経費
観光や商工業振興等に要する経費
道路橋梁、河川、公園等の公共施設の維持管理等に要する経費
消防、 防災関係に要する経費
小中学校、教育委員会、社会教育等、教育関係に要する経費
国や銀行などから借りた町債（借金）の元金・利子の返済に要する経費
ほかの支出科目に含まれない行政目的を有しない経費
自然災害に罹災した際の復旧などに要する経費

世帯数7,133世帯（令和2年3月31日現在）
広報かつらぎ 令和2年（2020年）7月号
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町からのお知らせ
町有財産

（単位：㎡、千円）

項
目
面積または現在高
土地
2,408,335.32
建物
146,721.92
出資による権利
19,877
債権
（町の貸付金）
21,291
基金
（町の積立金）
3,988,307
一般会計
3,693,432
うち財政調整基金
642,664
うち減債基金
22,838
うちその他特定目的基金など
3,027,930
国民健康保険事業特別会計
224,668
介護保険事業特別会計
90,207

平成３１年度下半期特別会計予算の執行状況
歳
会

計

シビックセンター
国民健康保険事業
天野診療所事業
後期高齢者医療事業
介護保険事業
花園地域交流推進施設運営事業
合
計

予算現額
63,783
2,630,758
8,510
566,179
2,856,454
96,486
6,222,170

地方債及び一時借入金の現在高

（単位：千円）

項
目
現在高
地方債
（町の借入金）
14,132,458
一般会計
13,582,104
シビックセンター特別会計
92,745
花園地域交流推進施設運営事業特別会計
457,609
0
一時借入金

（土地建物については平成31年3月31日現在）

（単位：千円）

入

歳

収入済額
執行率
予算現額
65,505 102.7%
63,783
2,487,018 94.5% 2,630,758
8,513 100.0%
8,510
561,660 99.2%
566,179
2,745,941 96.1% 2,856,454
46,541 48.2%
96,486
5,915,178 95.1% 6,222,170

出

支出済額
57,594
2,347,677
7,774
532,828
2,464,438
79,874
5,490,185

執行率
90.3%
89.2%
91.4%
94.1%
86.3%
82.8%
88.2%

ਸ਼ڮَકড়ਸभऽठतऎॉ੍ରহଓஃসُ൳ૐآ
個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を図る
ため、 住民自ら企画し、 実施する住民主体のまち
づくり活動を募集します。
●募集事業
①広域交流促進事業…広域的な交流人口の拡大に
繋がる地域振興のためのイベント事業
②地域活動支援事業…地域活動組織の育成強化に
繋がるまちづくり事業。
（諸要件あり）

第２回 募集期間

７／１（水）〜７／31（金）
補助金額
上限 50万円 ※1
※1 クラウドファンディングで実施
の場合、補助金額上限は、補助対象
経費から収益を除いた額となります。

●応募できる団体

提出書類・詳細は

町内を活動拠点とする次の要件全てを満たす団体

町ホームページ

・営利を目的としない

をご覧ください▶▶▶

・構成員数が５人を超える

7

・宗教活動・政治活動を目的としない

●応募先・問い合わせ

・町の他の補助金等交付を受けていない

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）7月号

町からのお知らせ

（支給される年金からの天引きによる納付）…老
齢、退職年金、障害年金、遺族年金（老齢福祉年
金は除く）の受給額が年額18万円以上の方

２．普通徴収
（納付書もしくは口座振替による納付）…老齢、
退職年金、障害年金、遺族年金（老齢福祉年金は
除く）の受給額が年額18万円未満の方

注意点

次の場合︑特別徴収の対象であ
っても︑当分の間︑普通徴収とな
ります︒
① 年度途中で 歳になられた場
合
② 他市町村から転入された場合
③ 年金担保︑年金差し止めなど
により︑保険料の天引きがで
きなくなった場合
④ 収入申告のやり直しなどで︑
所得段階が変更になった場合

※保険料の納付について︑普通徴
収の方に限り︑申請することによ
り口座振替に変更できます︒
※納付場所については︑納付書裏
面をご確認ください︒ただし︑コ
ンビニエンスストアでの納付はで
きませんのでご注意ください︒

問い合わせ 健康推進課介護保険
係︵内線２０５１・２０５２︶

65

● 介護保険料納入通知︵本算定︶のお知らせ

１．特別徴収

﹁ 令 和 ２ 年 度 納 入 通 知 書︵介
護 保 険 料 額 決 定 通 知 書︶﹂ を ７ 月
中旬に発送します︒納付方法は以
下のとおりです︒詳しい納付方法
は﹃納入通知書﹄でご確認くださ
い︒なお︑納付書での納付が必要
な方には︑納付書を同封します︒

介護保険料の納付方法

保険料を納めないでいると

保険料の減免について

◆１年以上の滞納
サービス利用金額を、いったん全額自己負
担していただくことになります。その後、
申請により保険給付分（それぞれの利用者
負担割合分を除いた額）が支払われます。

災害や扶養者の方の失業等の特別事情により、
納付が困難な場合は保険料の減免や猶予を受
けられる場合があります。また、かつらぎ町
では、生活困窮のため保険料の納付が困難で
あると認められ、条件を満たす方について介
護保険料の減免制度があります。
※対象条件などに関しましては『納入通知
書』に同封しています『介護保険料のお知ら
せ』をご覧ください。

◆１年６か月以上の滞納
保険給付の全部、もしくは一部が差し止め
となります。
◆２年以上の滞納
利用者負担が3割（３割負担者は４割）に
引き上げられたり、高額介護サービス費
（利用者負担が一定割合を超えた場合に支
給）が受けられなくなります。

保険料は必ず納めてください
皆さまに納めていただく保険料は、介護保険
を運営していくための大切な財源です。必要
な時に必要なサービスを利用できるよう、必
ず納付していただきますようお願いします。

広報かつらぎ 令和2年（2020年）7月号
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町からのお知らせ

＼マイナンバーカードの手続き／

休日窓口の開設

【休日窓口内容】
・マイナンバーカード受取
・電子証明書の更新
・マイナンバーカード申請
（写真の無料撮影も行います）
【日程】７月18日（土）
完全
８月23日（日）
予約制
９月27日（日）
【時間】午前９時〜午後４時
問い合わせ 住民福祉課住民係
（内線2061・2062）

要支援・要介護認定を受けている被保険者の方全員
に︑今年８月からの負担割合︵１割〜３割︶が記載さ
れた﹁介護保険負担割合証﹂を７月中に送付します︒
介護サービスを利用される際には︑介護保険被保険
者証と一緒にサービス提供事業者に提示してください︒

マイナンバーカードの休日窓
口を開設します。平日、役場開
庁時間内に来庁が難しい方は、
ぜひこの機会にご利用ください。
（予約制での対応となります。
持ち物については予約の際にお
伝えします。）

● 介護保険負担割合証を送付します

社会福祉法人等による生計困難者
に対する介護保険サービスに係る
利用者負担軽減制度事業の申請に
ついて
この申請は、低所得の方が、軽減実施
届出を行った社会福祉法人の提供する介
護老人福祉施設サービスなどを利用した
時に利用者負担額の軽減を受けるための
手続きです。社会福祉法人よりサービス
の提供を受けておられる方で、次の要件
に該当すると思われる方は、必要書類を
準備のうえ、介護保険係まで申請の手続
きをお願いします。
【問い合わせ】
健康推進課介護保険係
（内線2051・2052）

9
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見本

【減免対象者要件】
・年間収入が単身世帯で150万円、世帯員1
人増えるごとに50万円を加算した額以下。
・預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯
員1人増えるごとに100万円を加算した額
以下。
・世帯がその居住の用に供する家屋、その他
日常生活に必要な資産以外に利用しうる資
産を所有していない。
・負担能力のある親族に扶養されていない。
・介護保険料を滞納していない。
【必要書類】
①世帯収入が分かるすべての預金通帳
②印鑑
【申請期間】
７月17日（金）まで
※期間後も随時受付しますが、証書の交付
が遅くなることがありますので、ご了承く
ださい。

町からのお知らせ

支給される年金からの天引きによる納付

２．普通徴収（７月〜翌年３月までの年９回）
納付書もしくは口座振替による納付

３．普通徴収
1.と2.の併用による納付。（例）７〜９月まで
の３回は普通徴収・10月以降は特別徴収

13
注意点

・﹃決定通知書﹄がお手元に届きま
したら︑必ず開封し︑通知書等の
納付方法をご確認ください︒納付
方法が︑前年度より変更となって
いる場合があります︒
・保険料の納付について︑申請す
ることにより①特別徴収から②普
通徴収︵口座振替のみ︶に変更で
きます︒
・納付場所については︑納付書裏
面をご確認ください︒ただし︑コ
ンビニエンスストアでの納付はで
きません︒
また︑口座振替にて納付してい
ただくこともできます︒ご希望の
方は指定金融機関にてお手続きく
ださい︒なお︑お手続きされてか
ら口座振替開始まで約１か月かか
ります︒

問い合わせ 健康推進課保険年金
係︵内線２０５８︶

● 後期高齢者医療保険料納入通知書︵本算定︶
送付のお知らせ

１．特別徴収（年６回）

令和２年度納入通知書︵後期医
療保険料額決定通知書︶を７月
日に普通郵便にて発送します︒納
付方法は以下のとおりです︒詳し
い納付方法については︑お手元に
届きます﹃保険料決定通知書﹄で
ご確認ください︒

後期高齢者医療保険料の納付方法

● 後期高齢者医療被保険者証を送付します

見本

被保険者証の受け取りの際は、受領印が必要となりま
す。お手元に届きましたら記載事項（住所・氏名・生年
月日）に誤りがないかご確認ください。
なお、８月１日までに被保険者証がお手元に届かない場
合は、健康推進課保険年金係までお問い合わせください。
問い合わせ 健康推進課保険年金係（内線2058）

現在お持ちの被保険者証

新しい被保険者証

うすいオレンジ色

うすい緑色

有効期限：７月31日まで
８月１日からは使用でき
ません。※８月１日以降
に役場へ返却するか、細
かく裁断する等適正に処
分してください。

お手元に届いた日より使
用できます。
※令和２年度の住民税の
課税所得金額により、一
部負担金の割合が変更に
なる場合があります。

広報かつらぎ 令和2年（2020年）7月号
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町からのお知らせ

●口座振替よにる納税
口座振替を利用することにより、納
期限ごとに納付場所で納付しなくても、
指定の預貯金口座から納税できます。
希望される方は、税務課または指定金
融機関等に備えている「町税等口座振
替申込書」に必要事項をご記入のうえ、
預貯金口座届印を押印して指定金融機
関にお申し込みください。

● 国民健康保険税の納税通知書を発送します

第１期 ７月３１日（金）
第２期 ８月３１日（月）
第３期 ９月３０日（水）
第４期 １１月 ２日（月）
第５期 １１月３０日（月）
第６期 １２月２５日（金）
第７期 ２月 １日（月）
第８期 ３月 １日（月）

令 和 ２年 度 国 民 健 康 保 険 税 の 納
税通知書・納付書を７月 日︵月︶
に発送しますので︑納付書裏面に
記載のある納付場所にて納期限ま
でに納付をお願いします︒

問い合わせ
国民健康保険税
住民税係︵内線２０４２︶
納税相談・アプリ納税など
徴収係︵内線２０４１︶

納期限

13

●スマートフォンアプリによる納税
スマートフォンアプリにより町税
（軽自動車税、町・県民税、固定資産
税、国民健康保険税）を納付できます。
納付書裏面に記載のあるスマートフォ
ンアプリを登録し、納付書のバーコー
ドを読み取ることで、銀行口座や電子
マネーを利用して納付できます。詳細
は、税務課徴収係へお問い合わせくだ
さい。

新型コロナウイルス感染症の影響による保険税等の減免・町税等の猶予について

｜保険税等の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、
次の⑴または⑵の要件を満たす世帯は、申請
することで国民健康保険税、後期高齢者医療
保険料、介護保険料の減免制度を適用される
場合があります。
(1)免除となる要件
主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病
を負った場合。
(2)減額となる要件
主たる生計維持者が《①事業・給与等の収入
が前年比10分の３以上減少、②収入減が見
込まれる所得以外の前年所得が400万円以下、
③前年の所得の合計額が1,000万円以下※》
の全てに当てはまる場合。※介護保険料は③
の要件不要
詳細は、町ホームページをご覧いただくか
各担当課までお問い合わせください。

11
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｜町税等の納付猶予
新型コロナウイルス感染症の影響により、町
税等の納付が困難な方には、支払い猶予制度が
適用される場合があります。来庁による申請が
困難な場合は、郵送申請などの方法もあります。
内 容

担当課

問い合わせ

町税など

税務課
徴収係

内線2041
2044

介護保険料

健康推進課
介護保険係

内線2051
2052

後期高齢者医療
保険料

健康推進課
保険年金係

内線2058
2055

国民年金

健康推進課
保険年金係

内線2214
2055

町営住宅使用料
など

建設課
住宅係

内線2085

水道
下水道使用料

上下水道課

☎22−6566
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町からのお知らせ

申請の受付
令 和 ２年 度 ︵７ 月 〜 令 和 ３ 年 ６
月 分 ︶ の 申 請 受 付 は７ 月 １日 か ら
始 ま り ま す ︒ た だ し ︑ 令 和 ２年 ６
月分まで全額免除・納付猶予の承
認を受けた方で︑継続申請を希望
されている場合︑新たな申請は不
要です︒
なお︑過去に未納期間がある場
合 ︑ 申 請 時 点 の ２年 １か 月 前 の 月
分まで遡って申請することができ
ます︒

納付猶予制度
歳未満の方︵学生を除く︶で︑
本人・配偶者︵別居中の配偶者も
含む︶それぞれの前年所得が一定
額以下の場合や失業等の理由があ
る場合︑申請により承認されると
保険料の納付が猶予されます︒

● 国民年金保険料の免除・納付猶予制度について

令和２年度の国民年金保険料は︑
月額１６︐５４０円となります︒
納付が経済的に困難な場合︑保
険料の納付が﹁免除﹂または﹁猶
予﹂される制度があります︒この
制度を利用することで︑将来の年
金受給権の確保だけでなく︑万一
の事故などにより障害を負ったと
きの障害基礎年金の受給資格を確
保することができますので︑ご希
望の方は申請手続きをして下さい︒
免除制度
本人・配偶者︵別居中の配偶者
も含む︶・世帯主それぞれの前年
所得が一定額以下の場合や失業等
の理由がある場合︑申請により承
認されると保険料の納付が全額免
除または一部免除︵１／４免除︑
半額免除︑３／４免除︶されます︒
ただし︑一部免除の場合︑減額
された保険料を納付しないと未納
期間となりますので︑必ず減額さ
れた保険料を納付して下さい︒

手続きに必要なもの
・年金手帳
・印鑑︵認め印︶
・失業︵退職︶している場合は︑
離職票または雇用保険受給資格者
証などの公的機関の証明書の写し

申請・問い合わせ 健康推進課保
険年金係︵内線２０５５︶

※新型コロナウイルス感染症の影響により所得が相当程度
減少した場合は、令和２年２月分からの保険料免除の申請
ができます。詳しくは日本年金機構ホームページをご覧い
ただくか、和歌山東年金事務所（☎073-474-1841）へお
問い合わせください。
なお、申請には感染防止の観点から、郵送による提出を
是非ご活用ください。

50
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町からのお知らせ

⑤利用券と自己負担金を支払う

● 在宅高齢者等訪問理髪サービス事業

④理髪サービスを受ける

調髪︑顔そりなど

③訪問日を決定する

内容

②利用決定通知・利用券を受取る

自己負担額 費用の２分の１の額
︵上限２千円︶を補助しますので︑
差額をお支払いください︒

①申請書を提出する

申請・問い合わせ 健康推進課長
寿社会係︵内線６０２０︶
※理・美容師出張業務届出書の交
付を受けている方で︑本事業に登
録頂ける方はご連絡ください︒

〜サービスの流れ〜

外出して理髪を受けることが困
難な在宅の寝たきり高齢者等を対
象に︑訪問理髪サービスを実施し
ます︒

対象者 次のすべてを満たす方
・町内に住所を有する在宅の方
・おおむね 歳以上の方
・要介護４または５で︑かつ寝た
きりもしくは寝たきりの生活が
主体となっている方
65

● 第５期一般職員適正化計画を策定しました

内

【一般職員適正化計画（令和３年度〜令和７年度）
】
（人）
少子高齢化と人口減少の続
くかつらぎ町では、行政のス
年 度
R２ R３ R４ R５ R６ R７ 期間計
リム化と職員数の削減が必要
職員数
193 193 195 190 188 187
であることから「一般職員適
（４月１日現在）
正化計画」を策定し、職員数
前年度の
18
3
4
8
0
3
3
の管理を行っております。今
退職者数（予定）
回、令和３年度から令和７年
新規採用者数
2
12
2
3
2
3
4
（予定）
度の５年間で６人の職員を削
減する「かつらぎ町一般職員
※平成31年度から教育長が特別職となったため、前回計画の令和
２年度の職員数と差が生じております。
適正化計画」を策定しました。
なお、平成28年度から令
【一般職員適正化計画（平成28年度〜令和２年度）実績】
（人）
和２年度の「一般職員適正化
年 度
H27 H28 H29 H30 H31 R２ 期間計
計画」については、５年間で
職員数
215 203 203 195 193 194
19人の削減を目標としてお
（４月１日現在）
り、その実績は目標を上回る
前年度の
41
3
12
3
16
7
15
21人の減少で、令和２年４
退職者数
月１日の職員数は194人とな
4
20
1
7
4
10
4
新規採用者数
りました。
訳
内
訳
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町からのお知らせ

【日 時】

毎月第３木曜 午後１時〜３時

【場 所】

かつらぎ町地域福祉センター２階

● かつらぎ町高齢者見守りネットワーク事業
について︵ご案内︶

登録後︑衣服や靴など身につけ
るものに貼ることができる﹁見守
りシール﹂︵Ｑ Ｒコード︶を配付
します︵アイロンで貼りつける布
シールを 枚︶︒
﹁見守りシール﹂を貼っている
行方不明の高齢者等に気付いた方
が ︑ ス マ ー ト フ ォ ン な ど でＱ Ｒ
コードを読み取ると︑かつらぎ警
察署・役場・かつらぎ町地域包括
支援センターの連絡先が表示され
ます︒また︑シールに記入されて
いる番号を連絡時に伝えると︑身
元が判明し︑ご家族へ連絡されま
す︒
見守りシールをご希望の方は︑
健康推進課長寿社会係までご連絡
ください︒

健康推進課長寿社会係（内線6020）

【問い合わせ】

24

登録申請・問い合わせ 健康推進
課長寿社会係︵内線６０２０︶

認知症家族の会

※「QRコード」は
（株）
デンソー
ウェーブの登録商標です

認知症などで行方不明になる可
能性のある方が行方不明になった
場合︑早期発見・保護できるよう︑
かつらぎ町地域包括支援センター
とかつらぎ警察署︑伊都消防組合
消防本部と連携し︑対象者の生命
の安全を守るための事業です︒
認知症が進行すると︑外出時に
道に迷い︑そのことによる外出時
の事故︵夏は脱水︑冬は低体温
症︶や注意不足による骨折などの
けがで命の危険を招くことがあり
ます︒認知症の診断を受けたら︑
早期の見守りネットワーク事業の
登録・利用をご検討ください︒

【名 称】

見守りＱＲコード
シール
（サンプル）

認知症介護を行っている皆さんへ

「家族交流会」のご案内

認知症のご家族をかかえ、「こんな時どうしたらいいの？」

「相談するところはないのかな？」など、日ごろの“思い”を

話してみませんか。

認知症や介護の相談・情報交換・勉強会を行っています。

皆さんのご参加をお待ちしています。

かつらぎ町地域包括支援センター（☎22-2322）

※新型コロナウイルス感染症の影響により、開催日については、かつらぎ町地域包括支援
センターまで事前にご確認ください。
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相 談 窓 口
相談名

相談日

時間

場所

問い合わせ

ひきこもり青年の
ための
「居場所」

7/6㈪、 8㈬
大谷地域
13㈪、15㈬、20㈪、 13:30〜15:30
交流センター
22㈬、27㈪、29㈬
１階和室
8/3㈪、5日㈬

ひきこもり青年の
ための
「親の会」

７/１㈬、8/5㈬

19:00〜21:00 同上

同上

無料法律相談

7/13㈪ 、27㈪

13:30〜15:30
地域福祉センター
（先着順）

社会福祉協議会
☎22-4311

ふくし何でも相談

月〜金曜
（祝日除く）
※電話相談や、訪問 8:30〜17:15
相談も行っています

日常生活上の困りごと
など幅広い相談に

理学療法士相談

ＮＰＯ法人よりみち
☎090-7093-9595
※開所時間内のみ

同上

同上

保健福祉センター
１階機能訓練室

健康推進課衛生係
内線6031

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

7/3㈮、7/17㈮

13:00〜17:00

消費生活相談

①７/ ７㈫
②７/14㈫
③７/21㈫
④７/28㈫

①かつらぎ町役場
産業観光課商工観
13:00〜16:00 ②高野町役場2F応接室 光係
③橋本市役所消費生活センター
内線2212
④九度山町ふるさとセンター

①７/14㈫
②７/21㈫
③７/ １㈬、22㈬

①笠田公民館佐野分館 伊都振興局企画産
業課
14:00〜15:30 ②笠田東児童館
③かつらぎ総合文化会館 ☎0736-33-4909

悪質な訪問販売や契
約・取引に関するトラ
ブルなどでお悩みの方

就職相談
無料職業紹介所
町内事業者・住民の方
に対して、求人求職の
情報提供・あっせん

月〜金曜
（祝日除く） 8:30〜17:15

役場産業観光課

かつらぎ町
無料職業紹介所
（産業観光課内）
内線2212

危険です！ 子どもの車内放置
例年、全国的に車内に子どもが放置され、熱中症により死亡するという痛ましい事故が発生して
います。子どもを車内に放置することは児童虐待です。子どもを車内に放置する危険性を認識し、
絶対に子どもだけを車内に残さないようにしましょう！
・今日は涼しいから大丈夫と安心していても、季節
を問わず車内の温度は高くなることがあります。
・燃料切れでエンジンが止まったり、誤動作で車が
動いたりする可能性もあります。

・窓を閉め切った状態でエンジンを停止すると、
わずか15分で人体にとって危険レベルに達して
しまうことがあります。
・特に乳幼児は体温調整機能が未熟なので、たと

・子どもが行ったロックの誤操作により、子どもが

え短時間であっても暑い車内にいると、熱中症

車内に残される「キー閉じ込み事故」が起こるこ

などの危険な状態となる可能性が高く、時には

ともあります。

死に至る痛ましい事故につながります。

児童虐待相談ダイヤル
かつらぎ町児童虐待相談ダイヤル（☎22-8877）
伊都振興局健康福祉部（☎0736-42-3210）
和歌山県子ども・女性・障害者相談センター（189番）
※緊急を要する場合は警察（110番）まで
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地域の皆さまの協力も必要です！
このような子どもを見かけた場合は
必ず通告（連絡）してください！

募

集

お知らせ

11月

・産業まつり
・人権フェスティバル

※ただし、65才以上の方については、60〜64才の間
に献血経験があり、健康上特に問題のない方。

８月

・かつらぎ夏まつり
・星空のつどい（花園地域）

16〜69才までの方。

令和２年度
国勢調査員募集

JA紀北川上かつらぎ支店

●中止イベント
【対象】

健康推進課衛生係（内線2053）
14:00〜16:00

問い合わせ
かつらぎ町保健福祉センター

ミニドック健診は中止します。
10:00〜12:30

役場総務課では国勢調査の調査
員を１００名程度募集します︒
業務期間 ８月下旬〜 月︵予定︶
応募資格 原則 歳以上
身分 非常勤国家公務員
応募締切 ７月 日︵水︶まで
申し込み・問い合わせ 総務課総
務係︵内線２３００︶

令和２年度
第２回警察官募集について

今年度の集団健診・ヤング健診・ヤング
【時間・場所】

●健診の中止
【日程】７月16日（木）

10

和歌山警察では︑警察官の第 ２
回採用試験受験者を募集します︒
受付期間 ７月１日︵水︶〜８月
日︵木︶
第１次試験 ９月 日︵日︶予定
受験資格
①警察官Ａ 令和３年４月１日現
在︑ 歳未満の大学卒業者︵令和
３年３月卒業見込みを含む︶︒
②警察官Ｂ 令和３年４月１日現
在︑ 歳以上 歳未満の警察官 Ａ
の受験資格に該当しない方︒
問い合わせ かつらぎ警察署警務
課︵☎０７３６︱ ︱０１１０︶
33

新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため

開催中止イベント等
献血にご協力
お願いします。

令和２年度の
労働保険年度更新について

明日香

13

20

22

20

22

本年度の労働保険の年度更新期
間について︑新型コロナウイルス
感 染 症 の 影 響 を 踏 ま え ︑ ６ 月 １日
か ら７ 月 日 ま で の 日 の 期 間 を
６ 月 １日 か ら ８ 月 日 ま で の ３ 月
間の期間に延長することとなりま
した︒
また︑新型コロナウイルス感染
症の影響による労働保険料等の納
付猶予の特例もあります︒
詳しくは︑和歌山労働局のホー
ムページをご覧いただくか︑お問
い合わせください︒
問い合わせ 和歌山労働局総務部
労働保険徴収室︵☎０７３︱４８
８︱１１０２︶

職員人事

井尾

31

40

31

退職︻５月 日付 ︼
総務課

33

18

10

INFO
くらしの情報

※５月末時点で決定したもの
問い合わせ 新型コロナウイルス感染症総
合窓口（内線2215・2217・2218）

町民の皆さんのご理解をお願いいたします
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かつらぎ町建設業協会 様
匿名 様
匿名 様

寄付金

ムツミ印刷株式会社 様
西田伊織 様・西田伊吹 様

フェイス
シールド

くら寿司株式会社 様
サカイキャニング株式会社 様
アクアピース 様

除菌液剤等

令和２年度
自衛官等採用案内

※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。

マスク及び
マスクシート

溝端紙工印刷株式会社 様
辻岡鍼伮接骨院 様
匿名 様
匿名 様
● 後期高齢者医療保険料 第１期

消すことがあります︒
試験日 第1次８月９日︵日︶
試験方法 検査
受付期間 ７月１日︵水︶〜７月
日︵火︶午前８時 分〜午後５時
分︵土 ︑ 日 除 く ︶ ※ 郵 送 に よ る 申
し込みはできません︒
提出先・問い合わせ 養護老人ホ
ー ム 国 城 寮 ︵ ☎ ０７ ３ ６ ︱ ︱ １
３２１︶

31

お 名 前
目
項
● 国民健康保険税 全期 第１期

32

20

16

放送大学入学生募集

７月31日（金）

本町における新型コロナウイルス感染症対策に対し、下記
の皆様より心温まるご支援を賜りました。心から感謝申し上
げます。ご寄付いただきました、マスク等また寄付金は、子
ども達をはじめ町民の安心安全を守るため有効に活用させて
いただきます。
● 町外固定資産税 第２期

10

◆自衛官候補生︵男子・女子︶
資格
歳以上 歳未満の方︵
歳の方は条件があります︶︒
受付 年間通じて行っています︒
試験日 受付時にお知らせ
その他 所要の教育を経て︑３か
月後に２等陸・海・空士に任用︒
◆一般曹候補生
資格
歳以上〜 歳未満の方
︵ 歳の方は条件があります︶︒
受付期限 ９月 日︵木︶まで
試験日 一次９月 日︵金︶〜 日
︵日︶︑二次 月９日・ 日の指定
する日︒
願書請求・問い合わせ 和歌山地
方協力本部橋本地域事務所︵☎０
７３６︱ ︱０７４４︶

40

伊 都郡町村及び橋本市老人福祉施設事務組合

ご寄付・ご寄贈

● 固定資産税 第２期

10

養護・特別養護老人ホーム国城寮職員募集

10

15

33

10

33

18

18

18

32

30

32

15 14

放送大学は︑ 月入学生を募集
しています︒
心理学・福祉・経済・歴史・文
学・情報・自然科学など︑約３０
０ の 幅 広 い 授 業 科 目 が あ り ︑ １科
目から学ぶことができます︒
全国に学習センターが設置され
ており︑サークル活動などの学生
の交流も行われています︒
資料を無料で差し上げています︒
お気軽にご請求ください︒
出願期間 第１回８月 日︵月︶ま
で︒第２回９月 日︵火︶まで︒
資料請求・問い合わせ 放送大学
和 歌 山 学 習 セ ン タ ー ︵ ☎ ０７ ３ ︱
４３１︱０３６０︶

納期限

● 町民税・県民税 第２期
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募集人員 看護師１名
資格 昭和 年４月２日以降に生
まれた人で︑看護師資格を有する
人︵取得見込含む︒︶※日本国籍を
有しない人︑地方公務員法第 条
各号︵欠格条項︶に該当する人は受
験できません︒また︑学歴等の詐
欺が発見された場合は︑採用を取

広報かつらぎ 令和2年（2020年）7月号
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くらしの情報

INFO

※4月27日〜5月31日の間にご寄付・ご寄贈いただいた方

新 着 図 書
● 小説・エッセイなど
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● 趣味・実用書など

国立公園を旅する
日本国際放送企画
シニアの高血圧
土橋 卓也
つるバラの選び方・育て方・仕立
て方
村上 敏
ふきげんな子どもの育て方
湯汲 英史
不思議なお菓子レシピ サイエン
ススイーツ
太田 さちか
型紙いらずの浴衣リメイク
松下 純子
派遣添乗員ヘトヘト日記
梅村 達
暦と暮らす
宇多 喜代子
ＤＩＹ収納の作り方＆アイデア

● 児童書

もりのかばんやさん
ふくざわ ゆみこ
ひとはなくもの やべ みつのり
名探偵ポアロ メソポタミヤの殺
人
アガサ・クリスティー
料理はすごい！
秋元 さくら
トミカ超図鑑プレミアム
生ごみからエネルギーをつくろ
う！
多田 千佳

今月のおすすめ図書
大人も楽しめファンタジー

【ご紹介】
中国風異世界を舞台にしたファンタジー小説。第５回「吉川英
治文庫賞」受賞！
！アニメやドラマ、ＣＤなどのメディア展開もさ
れています。2019年には、18年ぶりの新作長編「白銀(しろがね)
の墟(おか)」が発売され、たちまち重版。シリーズ累計1,200万部
突破となっています。1991年から読み継がれる大人気シリーズを
どうぞ。

赤羽末吉 生誕１１０年

開館時間午前９時〜午後５時 問い合わせ︵☎ ︱０３０３︶
︻花園分館︼水曜･土曜日午後１時〜午後５時︵年末年始除く︶

【ご紹介】
絵本「スーホの白い馬」で有名な赤羽末吉さん。2020年は赤羽
さんの生誕110年にあたる記念の年です。是非この機会に赤羽さ
んの作品に触れてみませんか？
「ももたろう」「くわずにょうぼう」「王さまと九人のきょうだ
い」「にぎりめしごろごろ」「つるにょうぼう」他多数あり。
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7月の休館日
6日・13日
20日・2 7日

濱地健三郎の幽たる事件簿
有栖川 有栖
法の雨
下村 敦史
恋愛未満
篠田 節子
イエロー・サブマリン
小路 幸也
あの日の交換日記
辻堂 ゆめ
四神の旗
馳 星周
江戸の夢びらき
松井 今朝子
告解
薬丸 岳
木になった亜沙
今村 夏子
空の声
堂場 瞬一
心にいつも猫をかかえて
村山 早紀

茂乃 著)

赤羽末吉」（赤羽

「絵本画家

著）
不由美
「十二国記シリーズ」（小野

図書館
だより

かつらぎ町図書館司書いちおし

文／整形外科

助教

現在日本における高齢者の大腿

米良好正

問い合わせ
和歌山県立医科大学付属病院紀北分院︵☎

０
―０６６︶

股関節は大腿骨側が骨頭︑骨盤

ますます増えていくと予想されて

ることが多く︑今後高齢社会の中

しています︒転倒を契機に発生す

子部骨折はインプラントで固定す

換する手術があります︒大腿骨転

術︑股関節をすべて人工関節に置

手術や人工の骨頭に置き換える手

ネジ︵インプラント︶で固定する

合は骨折部を金属製のプレートや

手術方法は大腿骨頸部骨折の場

次々と折れる可能性があります︒

股関節や脊椎がドミノのように

す︒一度骨折を起こすと反対側の

くなる骨粗鬆症に起因する骨折で

高齢者の大腿骨骨折は︑骨が脆

が原則となります︒

できるだけ早期に手術をすること

いため︑基礎疾患が問題なければ

出血や骨が癒合しない可能性が高

側が臼︵きゅう︶蓋︵がい︶で形

る手術のみとなります︒いずれの

このような骨折の連鎖を防ぐため

の骨折です︒

成されており︑球状の形をした骨

手術も当院で施行することが可能

に︑骨粗鬆症の治療を開始してい

万例に達

頭が受け皿の形をした臼蓋の中で

です︒

います︒

動きます︒高齢者の大腿骨骨折は

骨骨折は︑年間およそ

22

転子部骨折は股関節外の骨折で股

股関節内の骨折です︒一方大腿骨

折があります︒大腿骨頸部骨折は

大腿骨頸部骨折︑大腿骨転子部骨

骨折部位により名称が分かれ︑

多い原因となっています︒

れは脳卒中︑認知症︑衰弱の次に

になる原因別では第4位です︒こ

寝たきり︑若しくは要介護の状態

きます︒また︑骨折部からの大量

入院したままとなる可能性もでて

こともできなくなり施設や病院に

併症を引き起こします︒退院する

良︑抑うつ状態になる等様々な合

床ずれ︑認知機能の低下︑栄養不

身体機能の低下が進み︑感染症や

は数か月間安静を強いられます︒

難になります︒手術をしない場合

うため︑寝返りをするのでさえ困

この骨折は非常に強い痛みを伴

をお勧めします︒

しますので一度は調べておくこと

の方は閉経後急速に骨密度が低下

調べることが可能です︒特に女性

ントゲンを用いて容易に骨密度を

当院ではDEXA法といって︑レ

度を把握しておくことが重要です︒

そのために︑まずは自分の骨密

から行うことができます︒

骨粗鬆症の治療は骨折が起こる前

かなければなりません︒もちろん

股関節周囲で発生することが多く︑

20

関節の筋肉が付着している部位で
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高齢者の大腿骨骨折

WAKAYAMA MEDICAL
UNIVERSITY KIHOKU HOSPITAL

でも
いつ てね
にき
遊び

７月のスケジュール

子育て支援センターからのお知らせ
…………………………………………………………………………
カレンダー台紙作りの様子

7/3（金）・10（金）9:00〜11:30
おめでとうコーナー
対象：誕生月の未就園児
誕生日の記念に手形または足形を残しませ
んか？
（毎月第１・２金曜日）
7/9（木）10:00〜11:00
わくわく広場
内容
「カレンダー作り
（８月）
」
子どもたちの遊びの広場で製作など楽しい
活動がいっぱいです！
7/15（水）10:00〜11:00
なかよし広場

祖父母のてびき

誕生日の記念手形

子育て支援センターには、お子さんとパパ・ママもちろん、
お孫さんとおじいちゃん・おばあちゃんのお越しも歓迎して
います ! また、
「祖父母の手引き」
を置いていますので、“ 孫そ
だて ” にぜひお役立てください。
写真右は、おめでとうコーナーで作成した誕生日の記念手
形です。
お誕生日の記念に手形 or 足形を残しませんか？

内容
「ウィンドベル作り」
7/20（月）10:00〜11:00
赤ちゃんクラブ「よちよち」
対象:1歳未満の赤ちゃん
内容
「足形アート」
持ち物：ウェットティッシュ
定員10組 ※7/6〜要予約

子育て支援センター
「はぐくみ」
開館：月〜土曜日
（祝日除く）
今までは毎月第３木曜となっていましたが、 時間：9:00 〜 12:00
今月よりいつでもお気軽にご相談ください。
13:00 〜 16:00
●おしゃべりサロン ※中止
※土曜は午前中のみ
場所：保健福祉センター 1 階
新型コロナウイルス感染防止のため今回よ
問い合わせ
（内線 6013）
り中止とさせていただきます。
●育児相談

黒田ツヤ子

文芸の窓

山葵花あらぎの里の人気寿司

山口とよ子

句

星一つ夜空見上げて夕涼み

南

ゑみ

俳

清流の水の匂ひや蛍の夜

市川

トキ子

里若葉産着の触るる宮参り

晴茂

︵やまぼうし句会︶

市川

歌

弘法の台座支へて蟻地獄

短

剪定の枝を燃やせば雪虫の如き灰降る芽吹くむ畑に
奥田 和美

大門をあまねく照らす夕陽落ち高野の町は涅槃に入り
ぬ
西川
瞳

曽孫も一年生となりたれどコロナ居据り休校続く
新田 一美

ビニールのカーテン越しのマスクからくぐもる声聞く
朝のスーパー
花岡寿美子

柿若葉白き光のふりそそぐ木立の間にま夢の鯉幟
松本 弘信

︵笠田短歌サークル︶

広報かつらぎ 令和2年（2020年）7月号
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７月

保健カレンダー

場所／保健福祉センター
問い合わせ 健康推進課衛生係
（内線2054・2059）

事業名

日 時

４か月・６か月児
健康診査

7/31㈮

令和2年1・3月生まれ

３歳６か月児
健康診査

7/14㈫

平成28年12月生まれ
平成29年1月生まれ

10か月児健康相談

7/13㈪
8/17㈪

時 間

対 象

内 容

受付時間は 令和元年8月生まれ
個別に通知 令和元年9月生まれ

身体計測・医師による診察・
発達観察

身体計測・発達観察・育児相談

7/7㈫

平成30年5月生まれ

8/4㈫

平成30年6月生まれ

股関節検診

7/8㈬

令和2年1〜4月生まれ

股関節異常の有無

子育て教室
「すくすく」

8/21㈮

概ね4か月児健診までの
児童を持つ保護者と妊婦

子育てワンポイント・授乳指導
※要事前申込

２歳児健康相談

７か月児教室
「さくらんぼ」

13：30〜

13：30〜 令和元年12月生まれ

7/1・15㈬

11か月児教室
「りんごちゃん」

7/1㈬

10：00〜 令和元年6・7月生まれ

8/5㈬

10：00〜 令和元年8月生まれ

※母子手帳、バスタオルを持参してください。
※乳幼児健診・健康相談では番号札の配布は行わず、
受付時間も個別に通知いたします。
※新型コロナウイルス感染症の動向により、内容な
どの変更がある場合があります。その際は対象者
に個別に通知します。

● 育児サークル（10:00〜11:00）
日 程

サークル名

場

所

ふれあい遊び・子守唄・絵本の
読み聞かせ・ペープサート・ブッ
クスタート事業による絵本のプ
レゼント
ふれあい遊び・手遊び・絵本の
読み聞かせ

////来られる際のお願い////
・風邪の症状や発熱がある・新型コロナウイル
ス感染者と濃厚接触した・ご家族に感染の疑
いのある方がいる場合は受診を見合わせてく
ださい。
・受付前に検温を行います。できる限りマスク
着用と、手指消毒をお願いします。
・できる限り、兄弟祖父母等の同伴はご遠慮く
ださい。

● 園庭開放（9:30〜10:30）
日 程

場

所

7/2㈭

渋田育児

見好公民館

7/21（第3火曜）

佐野・三谷

7/17㈮

笠田育児

笠田ふるさと交流館

8/18（第3火曜）

佐野・三谷

8/21㈮

笠田育児

笠田ふるさと交流館

※７月より両園、園庭開放を開始します。新型コ
ロナウイルス感染防止のため同日開催とします。

※新型コロナウイルス感染防止のため、中止とな
る場合があります。詳細は、衛生係までお問い
合わせください。

問い合わせ 教育総務課子育て係（内線3008）

問い合わせ

● 子育て世代包括支援センター(SUKU²)

健康推進課衛生係（内線2054・2059）

妊娠中から子育て期に関する相談に応じます。
保健師が常駐しておりますので、お気軽にご利
用ください。
(時間)8:30〜17:15 (場所)保健福祉センター
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〒649-7192 和歌山県伊都郡かつらぎ町大字丁ノ町2160
TEL：0736-22-0300 FAX：0736-22-6432

こんにちは
かずはちゃん

赤ちゃん

みなとくん

４か月健診に来られた
令和２年４月・５月
生まれの赤ちゃん

じゅねちゃん

りんたろうくん

はるちかくん

発 行 日：令和2年7月1日（通巻737号）
編集･発行：かつらぎ町役場総務課

おうかくん

このはちゃん

あかねちゃん

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

ゆうたくん

さらちゃん

とあくん

かつらぎ町では、町の行政情報、観光や
イベント情報、また、災害時などに迅速な
情報提供を行うため、かつらぎ町公式LINE
（ライン）アカウントを開設しました。
−注意事項−
・ご利用は無料ですが、通信料等は利用者の負担と
なりますのでご了承ください。
・ご利用には無料アプリ「ＬＩＮＥ」のアカウント
登録が必要です。
※無料アプリ「LINE」のインストール
LINEみんなの使い方ガイド
「ラインアプリをインストールする」
https://guide.line.me/ja/beginner/line-install.html

かつらぎ町の人口
（５月末日現在）

さつきちゃん

こうきくん

そうすけくん

さやちゃん

れおくん

ぜひ、お友だち登録をしてください

॔ૄਁںۃھہढ़क़থॺ
मगीऽखञآ
@katsuragi-town
問い合わせ 企画公室情報推進係（内線2214・2215）

16,485人（前月比−23人） 男 7,757人 女 8,728人
出生 3人 死亡 22人 転入 27人 転出 31人

世帯数 7,127世帯

かつらぎ町
ホームページ→

