12

副議長（第57代）

住友 進一さん

正副議長が選任されました

（61歳・那賀川町）

26

29
30

1

16

競争入札の審査申請

28

12

建設工事の一般競争入札
（指名競争入札）参加資格
審査申請の受付について

11

（67歳・羽ノ浦町）

建設工事に係る入札参加資
格審査申請書の受付方法等が
変更になります。
平成 ・ 年度分より徳島
県との共同受付を実施します。
入札に参加を希望される方は、
申請書を提出してください。
共同受付期間
月 日㈪～
日㈭（土、日曜日は除く）
提出書類等 市ホームページ
および徳島県電子入札ホーム
ページをご覧ください。

29

物品購入等の指名競争入札
参加資格審査申請
（追加申請等）
の受付について

平成 年度に市が発注する
物品購入等の指名競争入札に
参 加 を 希 望 さ れ る 方 は、 指
｢
名競争入札参加資格審査申請
書 ｣を提出してください。
ただし、平成 年中に申請
された方は不要です。
提出期間 １月 日㈬～２月
日㈮（土、日曜日を除く）
物品購入等の種類 備品、消
耗品類および原材料品（工事
用原材料を含む）など。
提出先・問い合わせは 管財
課（☎
３８０４）へ

22
－

議長（第53代）

星加 美保さん

阿南市議会

28

本市では、人口減少や少子高齢化が進行する中、限られた財源の範囲で
建物、道路・橋りょうといった公共施設等を長期的な視点をもって計画
的に管理していくことが必要となっています。
募集期間 １月26日㈭まで
公表資料 阿南市公共施設等総合管理計画（素案）
公表場所 市ホームページ、各支所、各住民センター・連絡所および管
財課（本庁舎４階）
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（任意の様式も可）にご意見、
氏名、住所、電話番号等を記入のうえ、管財課に提出してください。
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 管財課
（☎22−3804）へ e-mail :kanri@city.anan.tokushima.jp

10

平成 年阿南市議会 月定例会が 月１日に開会し、正
副議長、各常任委員会委員、議会運営委員会委員、特別委
員会委員などが選任されました。各委員会の構成について
は、阿南市議会のホームページをご覧ください。

公共施設等総合管理計画（素案）についての
パブリックコメント（意見公募）を実施します

運転免許返納後の路線バス運賃割引制度が始まりました
65歳以上の運転免許の自主返納者に路線バス運賃の「半額割引」が適用されます。
高齢者の交通事故防止や運転免許返納後における移動手段の確保および路線バスの利用促進を図るため、運転免許証
の自主返納者に対して、徳島バスグループなどが運行する路線バスの運賃割引制度が開始されることとなりました。
【運賃割引内容等】
対象バス会社および路線

徳島バス（徳島市、鳴門市および小松島市委託路線等を含む）、四国交通、徳島バス阿南、
徳島バス南部、徳島市営バス（徳島市交通局）、鳴門市地域バスが運行する全路線
※高速バス路線は割引対象外です。
対象者 下記①②のいずれの要件も満たした人
①年齢 65 歳以上
②運転免許証を自主返納し、
「運転経歴証明書」の交付を受けた人
※「免許証自主返納制度」
「運転経歴証明書」については、徳島県運転免許センター（☎088−699−
0110）にお問い合わせください。
割引内容 現金または回数券利用者に対し、
「普通運賃の半額」を適用 ※定期券は割引対象外です。
割引方法 バス降車時に「運転経歴証明書」を乗務員に提示する。
割引開始日 １月１日㈷
【問い合わせは】定住促進課（☎22−7404）へ
※各バス会社の詳細な「割引内容」等については、各バス会社にお問い合わせください。

9
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一般事務（臨時的任用職員）
募集内容

平成29年度に市役所および関係機関にお
いて、臨時的に勤務する職員
応募資格 昭和32年４月２日から平成11年４月１日
までに生まれた方で、パソコンの基本操作
（文書作成・表計算等）ができる方
賃金 日額6,800円
申込方法 人事課備え付けの「申込用紙」に必要事項
を記入のうえ、人事課へ申し込んでくださ
い。「申込用紙」は、１月10日㈫以降に
お渡しします。
申込期間 １月10日㈫～19日㈭の8:30～17:15
（土、日曜日等、閉庁日は除く）
試験内容 筆記試験および小作文試験
試験日 ２月５日㈰
問 人事課（☎22−1112）へ

臨時的任用職員・
嘱託職員等を
募集します
提出書類に記載された個人情報等は、
目的以外には使用しません。
勤務条件等くわしくは担当課までお問
い合わせください。

学校給食調理（臨時的任用職員）

保育所給食調理（臨時的任用職員）

募集内容

平成29年度に市内の学校給食施設および
学校給食センターにおいて、臨時的に勤務
する給食調理員
応募資格 昭和30年４月２日から平成11年４月１日
までに生まれた方
採用予定人員 業務の必要に応じて採用します。
平成28年度採用実績：45人
賃金 日額6,800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、
１月４日㈬以降にお渡しします。
申込期間 １月４日㈬～13日㈮の8:30～17:15
（土、日曜日等、閉庁日は除く）
試験内容 面接試験 試験日 １月 22 日㈰
問 教育委員会総務課（☎22−3299）へ

募集内容

介護保険認定調査員（嘱託職員）

学校用務（臨時的任用職員）

募集内容

募集内容

平成29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 ６人
報酬 月額18万3,000円
申込方法 自筆履歴書に看護師免許証または介護支援
専門員証および普通自動車運転免許証の写
しを添えて介護・ながいき課へ提出してく
ださい。
申込期間 １月10日㈫～27日㈮の8:30～17:15
（土、日曜日等、閉庁日は除く）
試験内容 面接試験
試験日 ２月５日㈰
問 介護・ながいき課（☎24−8007）へ

平成29年度に市立保育所において、臨時
的に勤務する職員
応募資格 昭和30年４月２日から平成11年４月１日
までに生まれた方
採用予定人員 業務の必要に応じて採用します。
平成28年度採用実績：45人
賃金 日額6,800円
申込方法 履歴書（市販のものに自筆、写真貼付）を
人事課へ提出してください。試験案内は、
申込期間中に人事課で配布します。
申込期間 １月４日㈬～13日㈮の8:30～17:15
（土、日曜日等、閉庁日は除く）
試験内容 面接試験
試験日 １月22日㈰
問 人事課（☎22−1112）へ

平成29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
務員
応募資格 昭和30年４月２日から平成11年４月１日
までに生まれた方
採用予定人員 業務の必要に応じて採用します。
平成28年度採用実績：19人
賃金 日額6,800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、１月24日㈫以降にお渡しします。
申込期間 １月24日㈫～２月２日㈭の8:30～17:15
（土、日曜日等、閉庁日は除く）
試験内容 面接試験 試験日 ２月12日㈰
問 教育委員会総務課（☎22−3299）へ
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市有の土地を一般競争入札
により売却致します

日時 ３月５日㈰ 9:30開会式（10:00～順次スタート）
場所 スポーツ総合センター
コース 北ノ脇・淡島シーサイドコース

「野球のまち」を盛り上げるために結成している
チアリーディングチームの２期生を募集します。
応募資格 阿南市内に住む60歳以上の女性
応募方法 電話で下記までお申し込みください。

種
目
小学生の部
中学生の部

距離
２㎞
３㎞

定員
種
目
100人 高校一般の部
100人 壮年の部
家族の部

距離

入札日 １月26日㈭
▶受付・説明等 9:30～10:00
▶入札 10:00～
入札場所 市役所 602会議室
売却土地
所在地 阿南市那賀川町大京原288
番２
地目 雑種地
地積 公簿263㎡ 実測263.35㎡
※境界確定済み、「実測面積」「現状
有姿」による売却となります。
現地説明会 １月13日㈮ 10:00～
※雨天実施。必ずご参加ください。
その他 入札参加希望者は、市ホーム
ページで確認のうえ、必ず事
前にお問い合わせください。
問い合わせは
管財課（☎22−3804）へ

定員

10㎞

400人

２㎞

50組

申込み・問い合わせは
野球のまち推進課（☎22−1297）へ

平成28年度 阿南市サテライトオフィス＆テレワーク実証実験事業

プロライター育成講座 説明会の開催 4次募集のお知らせ

１月28日㈯
１月29日㈰

開催場所

第１回
第２回
第３回
第４回
第５回
第６回
第７回

15:00～16:00
10:00～11:00
13:00～14:00
15:00～16:00
15:00～16:00
10:00～11:00
13:00～14:00

氏

名

連絡先

11
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☎22－3290 FAX22－0075
メールアドレス：shoukou@city.anan.tokushima.jp

宛て
住

－

－

所

希望する
（第１希望）
受講日時

22
－

28

22 24
－ －
29
22
29
－
12

65

－

※各回とも10人程度の受講者を募集しています。集中した希望がありましたら、調整させ
ていただく場合があります。
※申込みは、説明会の２日前まで受け付けています。

阿南市商工観光労政課

22
－

10

阿南市商工業振興センター１階（JR阿南駅東口側）

申込み・問い合わせは

－

９１１０）
をご利用ください。
阿南警察署だより
問い合わせは 阿南警察署
１月 日は「１１０番の日」 （☎
０１１０）へ
で す。「 １ １ ０ 番 」 は、 事 件
や事故など、１分１秒を争う
緊急事態を通報するための電
話です。本当に必要な人が必
要なときに１１０番回線がふ
さがり、警察への通報が遅れ
てしまっては大変なことにな
ってしまいます。「１１０番」
は、正しくご利用ください。
警察への相談等急がない内
容などは警察相談電話（プッ
シュ回線☎♯９１１０、ダイ
ヤル回線☎０８８ ６５３

１月15日㈰
１月16日㈪

－

22
－

本市では、就労機会の創出と女性の活躍推進に向けて、テレワークによるプロライター育成講座の実証
実験に取り組むことになりました。本講座を受講することで、プロとしての書き方の基本が学べ、新た
な収入が得られるチャンスが生まれます。この講座の最大の特徴は、受講料（32,400円）が別途必要
ですが、産経新聞社グループより同額相当分の仕事が発注されることにより、継続的な指導が行われて
おり、既に１次、２次受講者16人の方に仕事が発注されています。次の日程において第４次の説明会
を開催しますので、参加ご希望の方は下記までお申し込みください。

開催日時

－

１５１１）において源泉徴収
障害者控除対象者認定証の
票の再交付の受付を行ってい
交付について
ます。
問い合わせは 保険年金課
介護認定を受けている 歳
（☎
以上の方で、障害者手帳の交
１１１８）へ
付を受けていない方に対して
牛岐城趾公園管理棟 「 障 害 者 控 除 対 象 者 認 定 書 」
を交付します。
電話番号の変更
この認定証は、所得税の確
定申告や市・県民税の申告に
次のとおり、牛岐城趾公園
おいて、税法上の「特別障害
管理棟の電話番号が変わりま
者控除」または「障害者控除」
す。
を受けるときに障害者手帳の
電話番号
代わりとなるもので、交付に
（変更前）
９００２
は本人または家族の申請が必
（変更後）
１６８７
※ＦＡＸ番号
（
１６８７） 要です。
なお、既に「障害者控除対
に変更はありません。
象者認定証」の交付を受けら
変更日 平成 年１月１日
れた方で、要介護認定状態区
※平成 年 月 日㈭～１月
３日㈫の間、
休業しています。 分に変更のない方は、申告の
際に前回交付された認定証が
問い合わせは 公園緑地課
使用できますので、新たな申
（☎
９２９３）へ
請は必要ありません。
※特別障害者・障害者の区分
は、介護認定の内容を審査し
認定します。認定情報確認の
ため、交付は後日郵送となる
場合があります。
申請受付 １月６日㈮～
申請に必要なもの 介護保険
被保険者証、印鑑、申請者の
本人確認ができる書類等
申請先・問い合わせは 福祉
課（☎
１５９２）へ

※家族の部のみタイムは計測しません。
※申込順に受け付けします。
参加資格 小学４年生以上（家族の部のみ 3 歳以上）
参加料 無料
申込方法 所定の申込用紙に記入のうえ、スポーツ振興課へお申し
込みください。
申込用紙配布場所 スポーツ振興課、スポーツ総合センター、那賀
川・羽ノ浦各支所ほか
申込期間 １月10日㈫～２月３日㈮
問 スポーツ振興課（☎22−3394）へ

－

公的年金等の
源泉徴収票の交 付

「ABO６０」２期生募集

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
月中旬から下旬にかけて送付
されますので、確定申告の際
に提出してください。
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、日本年金機構のコールセ
ンター（☎０５７０ ０５
１１６５）または徳島南年金
事務所（☎０８８ ６５２

第33回 阿南健康マラソン大会参加者募集

チアリーディングチーム

－

あぶない ! こんなに事故が
交通 件 数
死 者
事故 負傷者

195件（2,299）
0人（ 3）
22人（312）

救急

件 数
搬送人員

302件（3,232）
289人（3,118）

火災

件 数
損害額

1件（ 40）
0千円（28,477千円）

●阿南署管内平成28年11月分合計。カッコ内は１月からの累計。
損害額は未確定分を含んでいません。

22
－

パートナーシップセミナー

「マネーライフプラン」参加者募集
将来のマネーライフのことで、どこに相談すればいいか
難しくて分からないなど心配を抱えている方、暮らしに
役立つお金の話を専門家から学んでみませんか。
日程 第１回 ２月８日㈬ 10:00 ～ 11:30
「やさしい年金と税金のお話」
第２回 ２月15日㈬ 10:00～11:30
「相続・贈与・財産管理のお話」
場所 ひまわり会館２階 21世紀室
募集人数 30人（男女不問） 参加費 無料
申込方法 住所、氏名、年齢、電話番号を記入のうえ、
１月27日㈮（当日消印有効）までに、電話、
ファクスまたははがきでお申し込みください。
※いただいた個人情報は目的以外に使用しません。
申込み・問い合わせは
〒774−8501 富岡町トノ町12番地３
男女共同参画室（☎22−7401・FAX22−4785）へ

（第２希望）

※お寄せいただいた個人の情報は、本講座限りとします。
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大野公民館の建て替え工事を現地において行うため、公民館および
住民センターを次の施設に移転します。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
移転場所 大野隣保館多目的集会所（中大野町南傍示249番地1）
移転の期間 ３月21日㈫から平成32年３月まで（予定）

Vol. ６

▼

平成28年７月25日㈪に那賀川渇水対策協議会、阿南市高規格
←

道路等建設促進期成同盟会が国土交通省、財務省、県選出国会

地

谷

茂

加

大野総合センター
大野隣保館●

問い合わせは

議員へ要望活動を行いました。
▼

10月18日㈫、19日㈬に阿南市地域医療確立対策協議会が厚生

▼

麻布十番納涼まつり

22
－

８月27日㈯、28日㈰に麻布十番大通りにて、東京・阿南ふる
さと会の若手グループ「ちゃらんぽらん会」がすだちジントニッ
クを販売しました。
▼

瀬戸内フェア2016
10月２日㈰に、東京タワーにて東京で事務所を構える９つの
都市が合同で瀬戸内の魅力を発信し、誘客と知名度の向上を図
りました。

▼

江東区民まつり

江東区民まつり（10/15）

10月15日㈯、16日㈰に、都立木場公園にて出店し、特産品の販売や阿波牛プレミアムコロッケの実
演販売や観光ＰＲ、移住の呼びかけを行いました。

11月定例会（11月25日開催）で、次の内容に
ついて審議し、承認されました。

阿南市ゆかりの人たちとの人的ネットワークの構築

●教育長報告
①教職員の不祥事防止について

▼

東京・阿南ふるさと会
首都圏在住の阿南市出身者や阿南市にゆかりがある方で組織し
さらに広がり親睦を深めています。

③県市教育委員会合同訪問・人事関係について

定期総会（７月25日）、ふるさと光流会（11月９日）
阿南市内高校の首都圏における同窓会の活動を支援

▼

④阿南工業高校・新野高校の再編について

東京牛岐会（富岡西高校同窓会）
ふるさと光流会（11/9）

東京琴江同窓会（富岡東高校同窓会：平成29年度に設立予定）

人材バンク・移住相談支援
▼

平成28年４月東京事務所内に「移住相談窓口」を設け、徳島県移住相談センターと連携して、阿南

市にＵＩＪターン・移住を希望されている方の支援を行っています。
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－

20

22
－

24

28

光 のまちステーションプラザ
■展示コーナー

１月の催し

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。

○賀上書道教室作品展 ～15日㈰まで
○くろしお窯 三人展 17日㈫～29日㈰
○バレンタイン＆アロマ雑貨 31日㈫～２月12日㈰

②各種研究大会等の感想

支援しています。現在の会員は260人を超えるなど交流の輪が

関東悠久同窓会（阿南工業高等専門学校同窓会）

教育委員会定例会だより

28

28

予定されている方で、助成金
を申請される方は、期間内の
接続をお願いします。
なお、施工業者は「阿南市
排水設備指定工事店（市ホー
ム ペ ー ジ に 掲 載 ）」 の 中 か ら
選定してください。
接続申請の受付期間
２月 日㈫ 午後５時まで
完了検査の受付期間
３月 日㈮ 午後５時まで
問い合わせは 下水道課（☎
１７９６）へ

要望活動（7/25）

平成 年度阿南市
認定農業者フォーラム

首都圏で阿南市の観光・物産等のＰＲ活動

生涯学習課（☎22−3391）
または大野公民館（☎22−1564）へ

農業者相互の情報交換と連
携強化を目的としていますの
で、ぜひご参加ください。
日時 ２月７日㈫ 午後２時～
場所 文化会館２階 研修室
内容 ▼加茂谷地区に元気を
与えて、活気あるまちづくり
と 若 者 の 定 住・ 就 農 を 図 り、
地区住民との郷土愛の向上と
なる施案をすすめるために発
足した、加茂谷元気なまちづ
くり会による講演
▼農地の贈与、相続に係る特
例措置についての説明
問い合わせは 阿南市担い手
育成総合支援協議会（農林水
産課内☎
１５９８ へ
)

労働省、財務省、県選出国会議員へ要望活動を行いました。

檜神社

面

方

区

28

年度公共下水道

国および関係機関への要望活動、連絡調整

28

年度中に接続工事を

●中大野教育集会所

富岡町方面→

平成

282

接続申請
（助成金対象）
の

東京と阿南をつなぐ東京事務所の主な活動（平成28年度上半期）を紹介します。

受付期間は２月 日㈫まで

22

移転し
ます

方面

平成

浦町

できる服装、運動のできるシ
ューズ、野球帽
持参物 筆記用具
参加費用 無料
申込締切日 １月 日㈮
申込み・問い合わせは 野球
のまち推進課 ☎
１２９
(
７ へ
)

←勝

東京事務所は、東京都千代田区日比谷公園内の市政会館に設置され５年目を迎えています。

29

野球審判員養成 講 習 会
受講生募集

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

「東京事務所の活動紹介」

Vol. １

講習内容 野球の試合におけ
る審判技術の習得
開催日時 １月 日㈰ 午後
１時～４時
開催場所 阿南第二中学校グ
ラウンド
※雨天の場合は、同校体育館
参加対象者 高校生以上の男
女
講師 市軟式野球連盟審判員
服装等 ジャージなど運動の

東 京 アラカルト

大野公民館および大野住民センター
移転のお知らせ

●第63回徳島駅伝の日程等について
●平成29年阿南市成人式について
※定例会の日時は、市ホームページでお知らせしています。
くわしくはお問い合わせください。
問い合わせは

教育委員会総務課（☎22−3299）へ

■体験コーナー
○星型あんどん作り ７日㈯ 13:00 ～ 15:00
【申込締切日】６日㈮
【参加費】3,000円 【定員】５人
【持参物】なし
○阿波踊り活竹人形 28 日㈯ 13:00 ～ 15:00
【申込締切日】27日㈮
【参加費】６00円 【定員】10人
【持参物】なし

阿波踊り活竹人形作り、星形あんどん作り常時開催中！

問い合わせは
阿南光のまちステーションプラザ（☎ 24−3141）へ
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