おくりもの
阿南市へ
●金１億円
日亜化学工業株式会社 代
表取締役 小川英治様から
市街地の活性化を図るため
牛岐城趾公園の整備資金と
して
●金一封
橘町 黒田慎二様から 防
災公園施設整備および学校
図書充実資金として
阿南第一中学校へ
●木製ベンチ １脚
宝田町 吉野 敏様から
以上、ご寄贈いただきあ
りがとうございました。

歳になったら国民年金

皆さんは、国民年金につい
て 考 え た こ と が あ り ま す か。
「年金なんてまだ関係ない」
と思っていませんか。
国民年金は、老後の生活保
障だけでなく、万が一、病気
やけがで障がいが残ったとき
や一家の働き手が亡くなった
ときなど、あなたやあなたの
家族を守ってくれます。
ただし、加入の届け出や保

高額療養費の支 給 申 請

険料の納め忘れがあると年金
が受けられないこともありま
す。
「 あ の 時 に …」 と 後 悔 す
る前に国民年金に加入しま
しょう。
問い合わせは 保険年金課
（☎
１１１８）へ

介護保険認定調査員
（嘱託職員）
を募集
募集内容 平成 年度に要介
護認定申請者宅等を訪問し、心
身の状況を調査する嘱託職員
応募資格 看護師または介護
支援専門員の資格を有し、普
通自動車運転免許を有する方
採用予定人員 ５人
報酬 月額 万３０００円
申込方法 自筆履歴書および
免許証の写しを介護・ながい
き課へ提出または郵送してく
ださい。
募集期間 ２月３日㈪～ 日
㈭の午前８時 分～午後 時
分（ 土・ 日・ 祝 日 は 除 く。
郵送の場合は 日必着）
試験内容 面接試験
試験日 ２月 日㈰
※記載された個人情報は、目
的以外には使用しません。
勤務条件等問い合わせは 介
護・ながいき課（☎
１７
９３）へ

市長通信

お元気ですか

ある（公社）徳島県環境技術
センターの職員が連絡・訪問
しますので、ご理解とご協力
をお願いします。
対象 浄化槽を設置されてい
る方
検査実施期間 ２月５日㈬～
日㈬
問い合わせは （公社）環境
技術センター（☎０８８ ６
３６ １２３４）または市環
境保全課（☎
３４１３）へ

として、明石、鳴門、豊予の
三海峡に海底鉄道トンネルを
掘り、本州、四国、九州を結
ぶという、淡路島出身の永田
秀次郎がまとめたのが永田構
想でした。
今、日本列島の中で新幹線
が走っていない、もしくは開
通のめどがたっていない唯一
のエリアが私たちの四国です。
１９７３年に四国新幹線の
基本計画は決定されましたが、
その後、進捗はありませんで
した。大阪市を起点とし、徳
島市、高松市、松山市を経由
し、九州東端の大分市を結ぶ
総延長約４８０キロの計画は、
今少しずつ動き出そうとして
います。大災害時の補完ルー
トや、うっ血状態の第一国土
軸を蘇生させる意味において、
第二国土軸にのる四国新幹線
の必要性が遅ればせながら認
識されつつあります。

～ 年越しの夢を
にのせて～
第二国土軸（太平洋新国土軸）
第一国土軸とは、すでに
ある東海道、山陽道に沿っ
た新幹線、高速道路のこと
です。それに対し、第二国
土軸とは、東京から伊勢湾、
紀淡海峡、豊予海峡を経て、
大分へとつながる 世紀の
交通ルートをつくろうとい
う構想です。国際連合が敗
戦後の日本の再興のために
派遣した、オランダのワイ
ズ マ ン 博 士 が、 昭 和 年、
年の２回にわたって日本
の地形を調べ、提唱したレ
ポート「ザ・セカンド・イ
ースト・ウエスト・ロード」
が、第二国土軸構想へとつ
ながりました。
しかし、戦前にも類似の
構想がありました。昭和
年、阿部信行内閣の鉄道大
臣になり、北九州から大阪
へ石炭を運ぶルートが山陽
本線以外にもう一本必要だ

「手続きについてのお知らせ」 給申請を行ってください。
申請に必要なもの
を世帯主の方に通知していま
・保険証または印鑑
す。通知が届いたら、お早め
・世帯主の預金通帳
に申請してください。
・手続きについてのお知らせ
なお、高額療養費の支給申
・領収書または支払額証明書
請期間は２年間ですので、ご
問い合わせは 保険年金課
注意ください。
※高額療養費の申請には領収 （☎
１１１８）へ
書が必要ですので、税金の確
定申告（医療費控除）を行う
場合は、先に高額療養費の支

行政相談で
あなたの声を
お聞かせください

２０２７年には、時速５０
０キロで走る超電導リニアモ
ーターカーが開業予定で、東
京―名古屋間は 分で、２０
４５年には大阪まで延伸され
１時間７分で結ばれます。「四
国に新幹線なんて非現実的
だ」との批判は当然だと思い
ますが、平成元年に発表され
た、大阪商工会議所の「リニ
アモーターカー中央新幹線建
設促進についての中間答申」
の中には、紀淡海峡トンネル
を通る四国新幹線をリニアモ
ーターカーで建設するよう提
言されているのです。
「壮大なプロジェクトは夢
で 始 ま り、 情 熱 で 持 続 さ れ、
義務感でまとめられる」とい
う言葉があります。今月の市
長通信は、
東京
気宇壮大
な内容か
もしれま
名古屋
伊勢湾口
せ ん が、
津
新年にあ
大阪
和歌山
神戸
たり、夢
紀淡海峡
徳島
岡山
は実現す
るものだ
広島
と信じた
豊予海峡
いもので
大分
福岡
す。
第一国土軸
太平洋新国土軸

申込方法 住所・氏名・年齢・
電話番号を記入のうえ、はが
きまたはファクシミリでお申
し込みください。電話での申
込みも可能です。
申込締切日 ２月 日㈬（消
印有効）
※簡単な実技や体操もする予
定です。動きやすい服装でお
越しください。
申込み・問い合わせは 〒７
７４ ８５０１ 富岡町トノ
町 番地３ 男女共同参画室
（☎
７ ４ ０ １・ Ｆ Ａ Ｘ
４７８５）へ

高松

第５回阿南市

12

5 20

岩浅嘉仁

ささゆり通信第 号
パートナーシップセミナー

40

25

22
－

阿南市長

「介護」を学ぼう！

22
17

行政相談委員が無料で相談
に応じます。秘密は固く守ら
れます。
日程・場所 ２月４日㈫
▼新野公民館
午前９時 分～ 時 分
▼桑野公民館
午後１時 分～３時 分
問い合わせは 市民生活課
（☎
１１１６）へ

30

22
－

浄化槽の水質検査

12
22 －
－

－

－

26

6
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7

22
－

少子高齢化の進行やライフ
人権教育・啓発市民講座
スタイルの多様化など私たち
を取り巻く環境は大きく変化
日時 ２月 日㈫ 午後２時
しています。介護の分野でも
～３時 分
家庭内での男女の協力は不可
場所 文化会館１階 視聴覚室
欠です。
講師 四国大学名誉教授
「男女共同参画は家庭から」
原田寛子さん
のパートナーシップセミナー
演題 『生老病死をいま考え
で今回は簡単な家庭での介助
る そして自らのガン体験
などを学びましょう。
「わたしがあなたを死なせな
日程
い」 』
２月 日㈬ 午前 時～ 時
※託児あり（要申込：２月
２月 日㈬ 午後１時～３時
日㈪まで）
場所 ひまわり会館２階
※お車でお越しの方は、乗り
世紀室
合わせにご協力ください。
定員
人
（男女問いません） 問い合わせは 人権・男女参
参加費 無料
画課（☎
３０９４）へ
10

－

78

－

12

21

30

30

浄化槽を設置されている方
は、１年に１回、浄化槽の水
質に関する検査を受けなけれ
ばならないと浄化槽法に規定
されており、業者が行う保守
点検・清掃とは別に受けなけ
ればいけません。
徳島県知事指定検査機関で

20

11

－

26 19

21

39

14

18

30

20

40

30

30

19

40

22
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15

２月５日㈬～19日㈬
第２次阿南市男女共同参画基本計画（素案）
市ホームページ、各支所、各住民センター、および人権・男
女参画課
意見を提出できる方
・市内に在住、在勤、または在学の方
・市内に事務所または事業所を有する方
・市に納税義務を有する方
提出方法 公表場所に備え付けの記入用紙にご意見、氏名、住所を記入
のうえ、人権・男女参画課に提出してください。任意の様式でも構い
ません。郵送または電子メールでも受け付けます。なお、電話や口頭
での受付はいたしませんのでご注意ください。
意見の公表 提出されたご意見は、その内容（個人情報は除く）を整理
して公表します。ご意見に対しての個別回答はいたしませんのでご了
承ください。
問い合わせは 〒774-8501 富岡町トノ町12番地3
人権・男女参画課 男女共同参画室（☎22ー7401）へ
E-mail : josei@city.anan.tokushima.jp

22
－

22
－

世帯の１カ月間の医療費の
自己負担額（一部負担金）が、
その世帯の自己負担限度額を
超えた場合、申請すると超え
た分が高額療養費として支給
されます。
阿南市国民健康保険加入者
が高額療養費に該当した場合
は、 診 療 月 の 約 ２ カ 月 後 に、

募集期間
公表資料
公表場所

23

20

第２次阿南市男女共同参画基本計画（素案）
のパブリックコメント
（意見募集）を実施

２月の日程
○流通経済大学春季合宿
16日㈰～23日㈰ 8:00～17:00
問い合わせは
野球のまち推進課（☎22－1297）へ

3
／1 ㈯
9:00～15:00

（雨天順延）

明谷梅林まつり
２月９日㈰～３月20日㈭

開園式
２月９日㈰
10:00 ～

ＦＭ徳島 阿南市ＰＲ番組

餅投げ、梅干し
の種飛ばし大会

GO!GO! 阿南市わくわくラジオ

27日

さいかい

彩魁企画

黒川真太郎さん

活竹祭実行委員 樫原誠治さん

問い合わせは
商工観光労政課（☎22−3290）へ

問い合わせは

■展示コーナー
阿南市東京事務所の活動や、東京で活躍す
る阿南市出身の方々などを紹介するコー
ナー「東京アラカルト」を新設しました。
２カ月に１回、掲載していきます。

○私の手仕事展 4日㈫～16日㈰
○光のまちSPみんなのひなまつり展
18日㈫～３月２日㈰
■体験コーナー

阿南市東京事務所がある市政会館前の道路は「国会
通り」と呼ばれ、中央省庁が立ち並ぶ霞が関を通り
抜けると国会議事堂の正面玄関が見えてきます。昨
年11月８日、那賀川中学校が修学旅行で国会議事
堂を訪れ、私も同行させていただきました。
この日は、ほかの見学団体も多かったのですが、生
徒たちの秩序ある団体行動には感心しました。最近

阿波踊り活竹人形作り、星形あんどん作り
を常時開催中！
問い合わせは

ホトトギス

段と輝いていました。
阿南市東京事務所長

な ん 2014.02

あぶない ! こんなに事故が

火災

件 数 285件（3,271）
搬 送 人 員 270人（3,129）
件 数
損害額

1件（ 32）
22,088千円
（58,014千円）

●阿南署管内平成25年12月分合計
カッコ内は１月からの累計

31

23

22
－

25

23

24

30

24

22

－
交通 件 数 225件（2,695）
死 者
3人（ 10）
事故 負傷者
44人（410）
救急

23

広報 あ

阿南警察署だより

見聞することはとても有意義だと思います。
一行は、赤じゅうたんの廊下を通って委員会室や参議院本会議場を見学し、威風堂々とした外観や芸術的
な内装に、
国の最高立法府としての歴史と重みを肌で感じ取っていたようすでした。圧巻は、天皇陛下「御
休所」入口の大きな彫刻で、阿南市阿瀬比町産の巨大な大理石「時鳥」で造られています。ほかにも加茂
町「淡雪」
、桑野町「加茂更紗」、津乃峰町「答島」、宝田町「新淡雪」などの石材が随所に使われており、
稀少種のアナンムシオイガイをも生んだ阿南市固有の石灰層（大理石）が国会議事堂を支えているといっ
ても過言ではありません。「ふるさとの誇り」をお土産にした生徒の皆さん。記念写真に収まる表情は一

12

子どもの携帯電話には
フィルタリングを
インターネットは便利であ
る反面、アダルト・自殺・薬
物など、子どもにとって悪影
響を及ぼす有害な情報も氾濫
し、犯罪に巻き込まれる恐れ
があります。
児童がサイトで知り合った
人に誘い出されて被害を受け
たり、裸の写真をメール送信
させられるなどの事件が発生
しています。
フィルタリングをつけてイ
ンターネット上の有害なサイ
トにアクセスできないように
しましょう。
フィルタリングの設定は原
則無料で提供され、各携帯電
話のショップで簡単に手続き
できます。
問い合わせは 阿南警察署
（☎
０１１０）へ

は、沖縄が人気のようですが、進学や就職で関わる
可能性の高い首都・東京を、友だちや先生とともに

阿南光のまちステーションプラザ
（☎24－3141）へ

24

課税事業者選択届出書」を
提出している方
・以上に該当しない方で、平
成 年１月１日から平成
年６月 日までの期間の課
税売上高が１千万円を超え
る方
※平成 年分の課税売上高が
１千万円を超える方は、平成
年中に課税売上や課税仕入
がある場合、当該課税売上高
が１千万円以下であっても申
告が必要です。
問い合わせは 阿南税務署
（☎
０４１４）へ

○アロマでチョコキャンドルを作りましょう
２日㈰ 13:00～15:00
【申込締切日】２月１日㈯
【参加費】1,000円 【定員】４人
○楽しいプリザーブドフラワーアレンジ
９日㈰ 13:00～15:00
【申込締切日】２月６日㈭ 【持参物】はさみ
【参加費】2,000円 【定員】10人

国会議事堂

広報 あ

10:00 ～ 20:00

※初日と最終日は催しによって終了時間が異なります。

Vol. １

9

２月の催し

消費税の申告・納税は
３月 日㈪まで

光 のまちステーションプラザ

個人事業者の消費税（地方
消費税を含む）の申告・納税
はお早めにお願いします。
申告が必要な方
・平成 年分の課税売上高が
１千万円を超える方
・平成 年分の課税売上高が
１千万円以下の方で、平成
年 月末までに「消費税

東 京 アラカルト

商工観光労政課（☎22ー3290）へ

普通紙に印刷して直接税務署
に提出することもできます。
国税庁ホームページアドレス

20日

明谷梅林売店前
の無料駐車場を
ご利用ください。
※台数に限りあり
※沿道への駐車はご遠慮ください

－

を早めに締め切ることがあり
ます。

13日 桑野川EM研究会 計盛幸雄さん

駐車場

日時 ３月15日㈯  18:30～21:00（受付18:00～）
場所 市内を予定 ※申込み時にご連絡します。
対象 50歳ぐらいまでの結婚を希望する独身の方で、
再婚希望者、シングルマザー、シングルファーザ
ー、およびそれらの事情に理解のある方
定員 男性10人、女性10人（申込み多数の場合は抽選）
参加費 2,000円
募集期間 ３月７日㈮まで
申込方法 住所・氏名・年齢・性別・電話番号を記入の
うえ、電子メールでお申込みください。
※申込み後、３日を経過しても返信メールが届かない場
合は、お問い合わせください。
※参加者が少ない場合は、中止する場合があります。
問い合わせは 阿南de愛隊事務局
（ふるさと振興課内 ☎22ー7404）へ
E-mail konkatsu@city.anan.tokushima.jp

http://www.nta.go.jp/

小浜敏也さん

第 回 阿南市

漁師

活竹祭

6日

場所
市民会館前駐車場

２月のゲスト（予定）

22

「セカンド・マリアージュ」
参加者募集

「確定申告書等作成コー
ナー」をご利用ください

16:30 ～ 16:50

ＦＭ徳島パーソナリティーの近
藤 公 美さんが、阿 南 市民 の 横
顔を紹介！ラジオを聞いてリス
ナープレゼントを GETしよう！

17

婚活イベント

国税庁ホームページの「確
定申告書等作成コーナー」で
は、画面の案内に従って該当
項目を入力することで、自宅
のパソコンで申告書等を作成
することができます。
作成した申告書等のデータ
は、国税電子申告・納税シス
テム（ｅ Ｔａｘ）を利用し
て税務署へ送信することがで
きます。また、Ａ４サイズの

毎週木曜日

阿南税務署から の
お知らせ

JAアグリあなんスタジアム

イメキャラ大集合
しょう
お笑い笑タイム
各種ステージイベント
お餅・お菓子投げ
あなん丼、活竹鍋、
特産品まつり など

申告相談の受付
所 得 税・ 復 興 特 別 所 得 税、
個人事業者の消費税（地方消
費税を含む）および贈与税の
申告相談を受け付けます。
受付期間 ２月３日㈪～３月
日㈪の午前９時～午後４時
（土・日・祝日を除く）
※この期間中は、阿南税務署
での申告相談は行いません。
場所 商工業振興センター２
階 展示ホール
※混雑している場合は、受付

球場へ行こう！

な ん 2014.02
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