小学６年生が模擬議会を体験
暮らしやすいまちづくりについて考える

屋内多目的施設が完成
愛称は
「あななんアリーナ」
に決定
地方創生元年となった今年。本市でも新庁舎高層

10

部での業務開始やあななんアリーナの完成など、新

11

しい時代の幕開けを告げる出来事が多い年でした。

11

日、「２０１５年阿南市 大ニュース」

10

去る 月

の選考会が行われ、次の 項目を選定しました。市

民の皆さまには、どのような年になったのでしょう

か。

阿南市初！
サテライトオフィスがオープン

さて、今年も残すところ１カ月。皆さまにとって、

阿南市がドラマの舞台に
「さすらい署長 風間昭平」
撮影

新しく迎える年が輝かしい年でありますよう、心か

日

県南部健康運動公園（桑野町）内に建設を進
めてきた屋内多目的施設が完成し、公募によ
り施設の愛称は「あななんアリーナ」に決定
しました。施設は、人工芝のグラウンドのほ
か、投球練習場や会議室も備えており、災害
時には物資集積場として利用されます。

合併10年を記念して、市内の小学生23人によ
る
「子ども議会」
が開催されました。子どもたち
が議長や議員になって質問に立ち、岩浅市長
や新居教育長など市の執行部が答弁。模擬議
会を通じて市政や議会の仕組みを学ぶととも
に、暮らしやすいまちづくりについて考えました。

らご祈念申し上げます。

７月

８月３日

19

阿南市
10大
ニュース

阿南市配偶者暴力相談支援センター
「ぱぁとなー あなん」を開設

新庁舎高層部が完成し、
市役所旧本庁舎に別れ
２月
23

日

日～ 日

４月１日

９月７日

９月
12

2015

20

テレビドラマ「さすらい署長 風間昭平」の
舞台に阿南市が選ばれ、主役の北大路欣也さ
んをはじめとする出演者やスタッフが中林海
岸など市内各所を訪れて、撮影が行われまし
た。また市民の皆さんもエキストラとしてた
くさん出演しました。

7
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阿南市では初のサテライトオフィス㈱ Hanoi
Advanced Lab（HAL）
（本社：東京都渋谷区）
が吉井町の空き民家にオープンしました。ＨＡ
ＬはＩＴ企業で、地域とつながり、都市に発信
していくことも期待されています。開設には「加
茂谷元気なまちづくり会」が尽力されました。

ＤＶ被害者に対する支援体制を強化するため、
阿南市配偶者暴力相談支援センター「ぱぁと
なー あなん」を市役所内に開設しました。
きめ細やかな対応の実現めざずとともに鳴門
市との協力協定を締結。県全体に支援の輪を
広げていけるよう努力します。

2013年から建設を進めてきた新庁舎高層部
が完成し、業務を開始しました。また49年間、
市の歴史とともに歩んできた市役所旧本庁舎
は解体され、低層部本体基礎工事を着工しま
した。基礎部には液状化対策（静的締固め砂
杭による地盤改良）が施されています。
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28

①市費教員

職務内容
応募資格

年度現行）
、年２回勤勉手
当あり
登録方法 履歴書（市販のも
のに写真貼付）のほかに保育
士証または免許状（証）の写
しを 月１日㈫から平成 年
１月 日㈮までに人事課へ提
出してください。
雇 用 の 必 要 が 生 じ た 際 に、
面接等で採用を決定します。
※必ず採用されるものでない

②適応指導教室指導員・不登校支援生活指導員

適応指導教室（ふれあい学級）での不登校児童・生徒の
自立支援等
①に同じ

応募資格

地域に組織された人権ふれあい子ども会の企画・指導の
補佐
小学校もしくは中学校教諭の免許状もしくはこれらに準
ずる資格を有する方、または平成28年３月31日までに
これらの資格を取得見込みの方

28

四国で初めて学校法人日本体育大学と「体育・
スポーツ振興に関する協定」を締結しました。
この協定は、市民の健康づくりや学校体育・
子どもたちへのスポーツ支援などで双方が持
つ教育資源を活用し、体育・スポーツ振興や
社会貢献を図るための協定です。

地方創生元年！
未来創造への第一歩を踏み出す

移住交流推進事業が
本格的に始動
10

20

16

月 日

10

月 日

28

定員 ５人（定員になり次第
申込みを締め切ります）
申込締切日
月 日㈮
申込み・問い合わせは 福祉
課（☎
１５９２・ＦＡＸ
１８１３）または徳島赤
十字ひのみね総合療育セン
ター（☎・ＦＡＸ０８８５
１８８４）へ

な ん 2015.12

地域密着型介護老人福祉

広報 あ
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人以下の特養）

9

10

10

施設
（定員

ていただきます。

ことをご承知おきください。
問い合わせは 人事課（☎
１１１２）へ

30

整備事業者の公募について

施されるためお休みとさせ

第６期介護保険事業計画に
基づいて、地域密着型介護老
人福祉施設の整備を予定して
います。
事業の詳細については、市
ホームページ掲載の募集要項
をご覧ください。
問い合わせは 介護・ながい
き課（☎
１７９３）へ

編集後に阿南市長選挙が実

22
－

22

遍路道を世界遺産にしようとする取組が始ま
っている中、一宿寺から太龍寺までの旧遍路
道である「かも道」全長 4.4㎞のうち、1.34
㎞が国史跡に追加指定されました。現在阿南
市の国史跡距離数は約 6.5㎞となり、四国全
体でも最長の距離です。

11

問い合わせは
①④は学校教育課（☎22−3390）
、②は教育研究所（☎22−3395）、
③は人権教育課（☎22−3392）へ

今月号の市長通信は、広報

－

かりやすく講習します。パソ
コンに興味、関心のある方は、
ご参加ください。
対象 市内在住の在宅障がい
者の方
日程 平成 年１月８日㈮～
３月 日㈮の毎週金曜日 午
後１時～４時 分（全 回）
場所 科学センター
受講料 無料（ただしテキス
ト代として４千円必要）

〈共通事項〉
採用予定人員 ①13人程度 ③10人程度 ②④各若干名
報酬 ①③④月額195,100円
②月額193,500円（ただし、不登校支援生活指導員は①③④
と同額）
任用期間 平成28年４月１日～平成29年３月31日
申込方法 自筆履歴書（ＪＩＳ規格用紙）に①～④の職種を希望す
る順に記入のうえ、教諭免許状または資格証の写し（資
格証取得見込み証明書も可）を添えて学校教育課へ提出
してください。
申込期間 平成28年１月７日㈭～15日㈮ 8:30～17:15
（土、日、祝日は除く）
面接日 平成28年２月21日㈰

障がい者パソコン教室
受講者募集

パソコン操作の基礎はもち
ろん、文字の入力などの入門
的な学習のほか、ワードでイ
ラストを描くなど楽しくわ

市内各小中学校でのＩＴ機器活用指導
ＩＴ機器に堪能な方

【おことわり】

10

29 12

④情報教育指導員
職務内容
応募資格

「かも道」
の一部が国史跡に追加指定

27

③人権ふれあい子ども会指導員
職務内容

日本体育大学と
「体育・スポーツ
振興に関する協定」を締結
月１日

市内小中学校での児童・生徒の指導
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28年３月31日までに当該免許を取得見込みの方

28

月７日

職務内容
応募資格

平成 年度に
市立保育所で勤務する
臨時保育士および
臨時看護師の登録を受付

応募資格 保育士資格、幼稚
園教諭免許、看護師免許また
は准看護師免許を有する方
※平成 年３月末までに取得
見込可
賃金 日額７８００円（平成

阿南市費教員・人権ふれあい子ども会
指導員等（嘱託職員）の募集について

32
－

22
－

22
－

12
25

「地方創生元年」と称される2015年、本市で
は移住定住施策を促進するとともに、10月
には「あなん未来会議」を立ち上げ、新しい
まちづくりへの議論をスタート。地域活性化の
重点施策をまとめた総合戦略の策定など、地
方創生に向けた取組を加速させています。

移住・交流人口の増加による地域の活性化を
図るため、移住交流支援センターを設置。ま
た、「全国移住ナビ」内に阿南市移住ＰＲ動
画を掲載し、400近くの自治体のＰＲ動画の
中から、本市の動画が第２席となる総務大臣
表彰「地域情報満載賞」を受賞しました。

－
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