臨時的任用職員・
指導員・訪問員等
を募集します
17

17

25

20

科学センター専門指導員

26

（嘱託職員）

10 31 25

10

42

幼稚園助教諭および
子育て支援保育士
（臨時的任用職員）

募集内容 科学センターで実
施する天文事業および小中学
生への理科学習指導に従事す
る専門指導員
応募資格 理系の４年制大学
を卒業、または平成 年３月
日までに卒業見込みの方、
および教員免許（理科）を取
得、または取得見込みの方
採用予定人員 １人
任用期間 平成 年４月１日
～平成 年３月 日（土・日・
祝日の出勤、夜 時までの勤
務あり）
報酬 月額 万５１００円
申込期間 １月 日㈭～ 日
㈰の午前８時 分～午後５時
分（ 日㈫を除く）
申込方法 自筆履歴書（ＪＩ
Ｓ規格用紙）に必要事項を記
入のうえ、教員免許状取得者
はその写し（免許状または資
格証取得見込み証明書も可）
を添えて科学センターへ提出
してください。
面接日 ２月 日㈰
勤務条件等問い合わせは 科
学センター（☎ ‐１６００）
へ
19

30

10

31

15

30

25

28

育士証の写し（免許状または
資格取得見込み証明書も可）
試験日 １月 日㈰
勤務条件等問い合わせは 学
校教育課（☎ ‐３３９０）
へ

さ い。「 申 込 用 紙 」 は、 １ 月
８日㈫以降にお渡しします。
勤務条件等くわしくは担
申込期間 １月８日㈫～ 日
当課までお問い合わせくだ
㈭の午前８時 分～午後５時
さい。
分（土・日曜日および国民
な お、 提 出 い た だ い た 書
の祝日は除く）
類等に記載された個人情報
は、 目 的 以 外 に は 使 用 い た
試験日 ２月３日㈰
しません。
勤務条件等問い合わせは 教
育委員会総務課（☎ ‐３２
９９）へ
申込期間 １月 日㈫～２月
７日㈭の午前８時 分～午後
保育所給食調理補助員
５時 分（土・日曜日は除く）
（臨時的任用職員）
試験日 ２月 日㈰
勤務条件等問い合わせは 教 募集内容 平成 年度に市立
育委員会総務課（☎ ‐３２ 保育所において、臨時的に勤
９９）へ
務する給食調理員
応募資格 昭和 年４月２日
から平成７年４月１日までに
学校給食調理補助員
生まれた方
（臨時的任用職員）
採用予定人員
人程度
募集内容 平成 年度に学校 賃金 日額６６００円
給食施設および学校給食セン 申 込 方 法 人 事 課 備 え 付 け の
ターにおいて、臨時的に勤務 「申込用紙」に必要事項を記入
する学校給食調理補助員
の う え、 人 事 課 へ 申 し 込 ん で
応募資格 昭和 年４月２日 ください。「申込用紙」は、１
から平成７年４月１日までに 月８日㈫以降にお渡しします。
生まれた方
申込期間 １月８日㈫～ 日
採用予定人員
人程度
㈭の午前８時 分～午後５時
賃金 日額６６００円
分（土・日曜日および国民
申込方法 教育委員会総務課 の祝日は除く）
備え付けの「申込用紙」に必 試験日 ２月３日㈰
要事項を記入のうえ、教育委 勤務条件等問い合わせは 人
員会総務課へ申し込んでくだ 事課（☎ ‐１１１２）へ

22

35

学校用務補助員
（臨時的任用職員）
募集内容 平成 年度に市内
の幼稚園・小学校・中学校等
において、臨時的に勤務する
学校用務補助員
応募資格 昭和 年４月２日
から平成７年４月１日までに
生まれた方
採用予定人員
人程度
賃金 日額６６００円
申込方法 教育委員会総務課
備え付けの「申込用紙」に必
要事項を記入のうえ、教育委
員会総務課へ申し込んでくだ
さ い。「 申 込 用 紙 」 は、 月
日㈫以降にお渡しします。

30

募集内容 平成 年度に市立
幼稚園で勤務する幼稚園助教
諭および子育て支援保育士
応募資格 ①幼稚園助教諭：
幼稚園教諭免許状を有する方
②子育て支援保育士：幼稚園
教諭免許状または保育士資格
を有する方（①②とも、平成
年３月 日までに取得見込
みの方を含む）
採用予定人員▼幼稚園助教諭
（１日および短時間勤務）：
人程度▼子育て支援保育士：
７人程度
申込方法 次の書類を１月
日㈮までに学校教育課へ提出
してください。
履歴書（ＪＩＳ規格用紙の
ものに写真貼付）
幼稚園教諭免許状または保
22

任用期間 平成 年４月１日 せは 〒７７４‐００３０
～平成 年３月 日
富岡町北通 番地１ ひまわ
申込期間 １月 日㈭～ 日 り会館内 保健センター（☎
㈪の午前８時 分～午後５時
‐１５９０）へ
分（土・日曜日および国民
の祝日は除く）
交通安全教育指導員
申込方法 自筆履歴書（ＪＩ
Ｓ規格用紙）に希望する①～ 募集内容 交通安全教室およ
④の職種順を記入のうえ、教 び講習の実施、交通事故防止
諭免許状または資格証の写し の指導に従事する指導員
（ 免 許 状 ま た は 資 格 証 取 得 見 応募資格 普通自動車運転免
込み証明書も可）を添えて学 許取得者
校教育課へ提出してください。 採用予定人員 １人
面接日 ２月 日㈰
任用期間 平成 年４月１日
～平成 年３月 日（※再任
※詳細は後日連絡します。
勤務条件等問い合わせは 学 用あり）
校教育課（☎ ‐３３９０）へ 賃金 日額６５００円
勤務時間 原則として月曜日
～金曜日の午前８時 分～午
こんにちは赤ちゃん訪問員
後５時 分
募集内容 生後４カ月未満の 申込期間 １月７日㈪～２月
乳児および産婦宅の訪問、発 ８日㈮の午前８時 分～午後
育測定・育児相談等に従事す ５時 分（土・日曜日および
国民の祝日は除く）
る訪問員
応募資格 保健師、助産師、看護 申込方法 市販の履歴書に必
要事項を記入し、運転免許証
師、いずれかの資格を有する方
の写しを添えて、ふるさと振
興課へ提出してください。
選考方法 書類選考および面
接（２月下旬を予定）
問い合わせは 阿南市交通安
全教育推進協議会事務局（ふ
る さ と 振 興 課 内 ）（ ☎ ‐
８９５２）へ
採用予定人員 若干名
選考方法 面接により決定
申込方法 履歴書および免許
証の写しを保健センターへ提
出してください（郵送可）。
申込締切日 １月 日㈭（締
切日の消印有効）
申込先・勤務条件等問い合わ

33

15

応募先・問い合わせは
〒774‐8501
阿南市富岡町トノ町12番地３
阿南市商工観光労政課
（☎22‐3290）へ
ホームページアドレス
http://www.city.anan.tokushima.jp/
●選考方法●
１次選考 「阿南市イメージアップキャ
ラクター選考委員会（仮称）」にお
いて審査を行い、最終候補（数点）
を選考します。
２次選考 最終候補について、阿南

阿南市費教員・人権ふれあい
子ども会指導員等

募集内容 平成 年度に次の
①～④の職種に従事する方
①市費教員
職務内容 市内小中学校での
児童・生徒の指導
資格 小学校もしくは中学校
教諭の免許状を有する方、ま
たは平成 年３月 日までに
当該免許を取得見込みの方
②適応指導教室指導員
職務内容 ふれあい学級での
不登校児童・生徒の自立支援
資格 ①に同じ
③人権ふれあい子ども会
指導員
職務内容 地域に組織された
子ども会の企画・指導の補佐
資格 小学校もしくは中学校
教諭の免許状もしくはこれら
日までにこ

に準ずる資格を有する方、また
年３月

れらの資格を取得見込みの方

は平成

④情報教育指導員
職務内容 市内各小中学校で
のＩＴ機器活用指導
資格 ＩＴ機器に堪能な方
共通事項
採用予定人員 ①７人程度、
②④若干名、③ 人程度
報酬 ①③④月額 万５１０
０円 ②月額 万３５００円
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●作品の愛称●
市民による公募により決定する予定です。

15

26

15

15

22

市民による「阿南市イメージアップ
キャラクター人気投票」を行い、最
優秀作品を決定します。
選考結果の通知 選考結果は入賞
者本人に、平成25年６月下旬に連
絡する予定です。
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市制施行55周年を記念し、市民の皆さんに長く愛されるキャラクターを募集します。
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阿南市イメージアップキャラクター
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28

15

10 31 25

30

10

22

31
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②デザイン画は、キャラクターの正面向
きの全身像をカラーで描画してくだ
さい。応募用紙以外の用紙で提出
することも可能ですが、その場合の
用紙サイズはＡ４縦としてください。
③デジタルデータの提出は、JPEG、
GIF、PNG 形式による CD の提出
とします。
（メールでの提出は不可）
④応募作品は、破損しないよう必ず
補強梱包して送付してください。

応募条件 どなたでも応募できます。
応募できる作品数は１人につき２点
までです。
キャラクターの条件
①阿南市のイメージアップにふさわし
いキャラクターであること。
②阿南市のホームページや各種印刷
物、記念品、着ぐるみ等の幅広い
用途に応用可能なキャラクターであ
ること。
募集期間
１月15日㈫～３月15日㈮（必着）
応募方法
①所定の応募用紙に必要事項を記入
し、郵送または持参してください。
ホームページの応募フォームをダウ
ンロードして使用することもできます。
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•

•

分科会活動
昨年 月にスタートした分科会部会
は、現在、９分科会ごとにボランティア
の運営委員が内容の検討を進めています。
第１分科会 介護・地域医療
第２分科会 防災
第３分科会 子ども
第４分科会 まちおこし
第５分科会 セカンドライフ（高齢者）
第６分科会 食育
第７分科会 ワーク・ライフバランス
第８分科会 農林漁業
第９分科会 ドメスティック・バイオレンス

22

ただし、障害年金・遺族年
金は、課税の対象となってい
ないため、源泉徴収票は送付
されません。
なお、源泉徴収票を紛失さ
れた場合や未着の場合等に
は、年金事務所または日本年
金機構のコールセンター（ね
んきんダイヤル）において源
泉徴収票の再交付の受付を
行っています。
●ねんきんダイヤル
（☎０５７０‐ ‐１１６５）
ＩＰ電話・ＰＨＳからは
（☎ ‐６７００‐１１６５）
問い合わせは 保険年金課
（☎ ‐１１１８）へ

23

年金相談Ｑ＆Ａ

どの分科会にも共通して
い る 目 標 は、「 す べ て の 人
の人権が尊重され、それぞ
れに個性を発揮しながら、
いきいきと充実した生活を
送ることができる男女共同
参画社会の実現」です。
委員全員で、テーマの中
心をどこに置くのか問題点
や課題を出し、先進事例を
調べたり委員全員が参画し
「参加してよかった」「心に
残 っ た 」「 ま た 会 い ま し ょ
う」と言える分科会にしま
しょうを合言葉に頑張っています。
問い合わせは 日本女性会議〈男女共同
参画〉２０１３あなん実行委員会事務局
（☎ ‐３７５０）へ

阿波遍路道フォーラムを終えて
11

国民年金に加入して
います。確定申告書に
添付する社会保険料（国民年
金保険料）控除証明書を紛失
してしまったのですが再発行
はできますか。

●阿南署管内平成24年11月分合計
※カッコ内は１月からの累計

参加ください。
税務課からのお知らせ
日時 １月 日㈯ 午後１時
分開会
（受付 ： 午後１時～）
固定資産税償却資産の申告
阿南市内において、事業用 場所 コスモホール（情報文
の償却資産で機械・器具およ 化センター）
び備品等の有形固定資産（土 内容
地、家屋および無形減価償却 ▼生涯学習活動の発表（あな
資産を除く）を所有する法人 ん子ども太鼓クラブによる太
ならびに個人（市内で事業用 鼓披露・富岡公民館による地
に供されているリース資産の 域子ども活動事業活動報告）
所有者等を含む）の方は、平 ▼ 記 念 講 演 「 一 人 一 人 が、
成 年１月１日現在、所有さ みんな たいせつ―絵本に託
れている資産について、１月 す願い―」講師：絵本作家
日㈭までに申告してくださ くすのきしげのりさん（鳴門
市）
い。
※羽ノ浦伝統文化子ども教室
市税の前納報奨金制度廃止
平成 年度から、個人市・ によるお茶席（１回２００円）
県 民 税（ 普 通 徴 収 分 ）、 固 定 を、正午～午後１時 分に実
資産税の前納報奨金が廃止に 施します。
問い合わせは 生涯学習課
なります。
すでに「口座振替」により （☎ ‐３３９１）へ
全期前納で一括納付されてい
る方で、期別納付に変更され
公的年金等の源泉徴収票が
る方は、書面での変更手続き
交付されます
が必要となります。
問い合わせは 税務課（☎
‐１１１４）へ

損 害 額 ３１千円（16,013千円）

第 回阿南市
生涯学習推進大会

246人 （2,855）

10

去る 月 日に
阿南市文化会館
で開催された「阿
波遍路道フォーラ
ム」では、予想を
はるかに超える多
くの方にご参加を
いただきました。
国史跡を含む遍路
道に、多くの方が
関心を持っている
ことがわかりまし
た。後半の意見交換会では、地元住民や
歩き遍路の達人の方から貴重なご意見や
ご提案をいただき、特に、案内看板や道
しるべ（サイン）の設置についてのご意
見が多く出されました。現在の遍路道に
は案内板やサインが整備されていなく、
また石造物に関する説明板も無いため、
見落としてしまうそうです。市では、こ
うしたご意見を踏まえ、徳島県教育委員
会と連携して、案内板やサインを設置し
ていくことにしています。できれば、平
成 年 月の「全国歴史の道会議」開催
までに設置を済ませたいと考えています。
今後においても、皆さんからのご意見
やご提案を、遍路道の整備やイベントな
どに反映させたいと考えています。
問い合わせは
文化振興課（☎ ‐１７９８）へ
25

再発行は可能です。
紛失等により再発行が
必要な際には、控除証明書専
用 ダ イ ヤ ル（ ☎ ０ ５ ７ ０ ‐
０７０‐１１７※ＩＰ電話等
の 方 は、 ☎ ‐ ６ ７ ０ ０ ‐
１１３０）までご連絡をお願

搬送人員

老齢年金は、所得税法上の
雑所得として課税の対象に
なっています。そのため、老
齢年金を受けている方には、
１年間の年金の支払総額など
を記載した「源泉徴収票」が
１月中旬に送付されますの
で、確定申告の際に提出して
ください。

（332）

阿南市消防出初式

249件 （2,966）

場所 文化会館（夢ホール）
問い合わせは 消防本部警防
課（☎ ‐３７９６）へ

30人

30

輝かしい平成 年の新春を
飾る阿南市消防出初式を開催
します。
出初式は、消防団員・職員
の士気の高揚、職務の重要性
を再認識し、市民の安心で安
全な生活を守るため、消防団
員・職員約５００人が参加し
て行うものです。凛とした消
防団員・職員の雄姿をご参観
ください。
日時 １月６日㈰ 午前 時～
負 傷 者

生涯学習実践の成果を発表
します。また、絵本作家による
講演もありますので、ぜひご

いします。
なお、国民年金保険料を平
成 年１月１日から９月 日
までの間に納付された方は、
控除証明書を平成 年 月上
旬に日本年金機構から送付さ
れています。また、平成 年
月１日から 月 日までの間
に今年はじめて国民年金保険
料を納付された方は、平成
年１月下旬に送付されます。
問い合わせは 保険年金課
（☎ ‐１１１８）へ

阿南警察署だより

（2）

25

１月 日は「１１０番の日」
「 １ １ ０ 番 」 は、 県 民 の 皆
さまと警察を結ぶホットライ
ンとして、 時間体制で皆さ
んの安全で平穏な暮らしを
守っています。
「 １ １ ０ 番 」 は、 事 件・ 事
故などの緊急事態を通報する
電話です。
警察への相談、意見・要望
などの急がない内容のもの
は、「県民の声 １１０番」
プッシュ回線（☎♯９１１０）
ダイヤル回線（☎０８８‐６
５３‐９１１０）もしくは阿
南警察署へお掛けください。
問い合わせは 阿南警察署
（☎ ‐０１１０）へ

０人
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「日本女性会議〈男女共同参画〉2013 あなん」
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あぶない！こんなに事故が
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217件 （2,447）
件

交通

成功させよう！ 全国大会
「第 12 回全国歴史の道会議（徳島県大会）」

10

18：00～21：00（受付17：30～）
場 所 ザ・シャイニング オブ レジェンダ（富岡町）
対 象 阿南を愛する20歳～39歳の独身男女各30人
参加費 男性3,000円 女性2,000円
内 容 婚活応援大使のキャンパスボーイがカップル成立を
めざし、プロデュースする婚活イベント。カップリ
ング投票あり。軽食、ソフトドリンク、ケーキ付き。
受付期間 １月4日㈮～31日㈭ ※定員になり次第締切り。
申込方法 住所・氏名・年齢・性別・電話番号を記載のうえ、
電子メールにてお申し込みください。
申込み・問い合わせは
阿南 de 愛隊事務局（ふるさと振興課内）
（☎0884‐22‐7404）
e-mail：konkatsu@city.anan.tokushima.jp へ
※申込後３日経過しても返信メールが届かない場合はご連絡
ください。
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～ 君の♥ハートをタイホする ～
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阿南 de キャンパって婚活 !
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阿波遍路道フォーラムの様子

