おくりもの

11

15

市長通信

平 ら か に 外 成 る 」 が 出 典 で す が、 歌 人 の 俵
万智さんは「戦争をしない心を持ち続け平和

用しているという結果により「元号法」が成
年、戦争を知らない戦後生ま

立し、今日に至っています。
現在は戦後
れは現在８割強、平成生まれがその４分の１

前は、平均すると５年に１度は改元してい
元号の元年中に子どもを授かろうと「元年ベ

来年５月から新しい元号が始まります。新

生むであろうと、明るい予想を語る人もいま
す。

います。
また、平成 年 月２日
から 月 日までの間に今

10

10

（☎

8
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に成ると書いて平成」と言っています。素晴
らしい解釈だと思います。
（１９４６）年１月には、憲政の神様

元号制度には賛否両論がありますが、過去、
昭和
といわれた尾崎行雄が衆議院議長に対して、
元号を「戦後」にしてはどうかという意見書
を提出しました。第二次世界大戦で敗れた１
９４５年限りで「昭和」の元号を廃止し、翌
年を「戦後元年」として、以降無期限に「戦
また、首相を務めた石橋湛山は、元号を廃

後○年」の表記を用いるという主張でした。
止し、西暦のみにすれば良いという意見でし
たが、昭和
・５％が元号を使

年、政府は「元号に関する世論

あったか、そして新しい元号は何になるの
調査」を実施し、国民の

元号は、世の中が良くなるようにとの願
いを込め、６４５年「大化」より始まりま
ご はなぞの

したが、過去には室町時代の後花園天皇が、
年間の在位期間に８度も改元した例もあ

ま す。「 大 化 」 か ら「 平 成 」 ま で ２ ４ ７ の
ビー」への関心が高まっています。また、結

になりました。

文字が使われています。元

元号があり、

３ 案 の 中 か ら 選 定 さ れ ま し た。「 平 成 」 は

ともかく、来年が幸せな年になることを市

きょう

中国最古の歴史書「書経」の「地平らかに

しょ

の東京五輪イヤー「オリンピックベビー」を

婚したいと考えている男女が、この際と「元

りました。一世一元の制となった明治より

51

73

回②

回④応

号に使われた漢字ベスト５は①永
回③治

29

学校図書館サポーター
（臨時的任用職員）募集

お元気ですか

～ 平成最後の師走に思う ～

21

かが、人々の話題に上がることでしょう。

年が明けると、平成とはどういう時代で

のもと、新時代がスタートします。

今上天皇が生前退位をされ、新しい元号

１年になるでしょう。

来年は、私たち日本人にとって感慨深い

阿南市長

年婚」をめざし、元年に結婚した夫婦が翌年

元・天
回となっています。

20

民の皆さまとお祈りいたしたいと思います。

募集

31

20

30

31

31

31

岩浅嘉仁

回⑤正・

72

19

今 の 元 号 は、「 平 成 」「 修 文 」「 正 化 」 の

長・文・和

21

平成31年度に阿南市立幼稚園で臨時的に勤務する幼稚園助教諭および預かり保育士を募集します。
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預かり保育士：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31年３月31日までに取得見込みの方を含む。
採用予定人員 業務の必要に応じて採用します。
▶幼稚園助教諭（１日および短時間勤務）
：平成30年度採用実績18人
▶預かり保育士：平成30年度採用実績７人
試験内容 面接試験
試験日 平成31年１月20日㈰
申込方法 履歴書（市販のものに写真貼付）に幼稚園教諭免許状（免許更新をされた方は更新講習修了確認証明書も必要）
または保育士証の写し（免許状または資格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。
賃金 ▶１日勤務の方は日額8,300円（平成30年度現行）
、年２回勤勉手当あり（６月50,000円、12月150,000円）
▶短時間勤務および預かり保育士の方は日額5,000円
申込期間 平成31年１月４日㈮～15日㈫ 8:30～17:15（土、日、祝日は除く）
問い合わせは 学校教育課（☎22−3390）へ

30

22
－

36

天成る」と、有名な歴史書「史記」の「内

年金相談コーナー

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
明書を紛失したのですが再
発行はできますか。
再発行は可能です。
紛失等により再発行
が必要な方は、徳島南年金
事務所お客様相談室（☎０
８ ８ ６ ５ ２ １ ５ １ １）
までご連絡をお願いします。
なお、国民年金保険料（過
年度分および追納・後納さ
れた保険料を含む）を平成
年１月１日から 月１日
までの間に納付された方は、
控除証明書が 月上旬に日
本年金機構から送付されて

－

11

30

年はじめて国民年金保険料
を納付された方は、平成
年２月上旬に送付されます。

31

問い合わせは 保険年金課
１１１８）へ

31

27

幼稚園助教諭および
預かり保育士（臨時的任用職員）募集

15

①市費教員
職務内容 市内小中学校での児童・生徒の指導
応募資格 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31年３月31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・不登校支援生活指導員
職務内容 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
応募資格 ①に同じ
③人権ふれあい子ども会指導員
職務内容 地域に組織された人権ふれあい子ども会の企画・指導の補佐
応募資格 幼・小・中・高・特別支援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31年３月31
日までにこれらの資格を取得見込みの方
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
応募資格 IT機器に堪能な方
〈共通事項〉
採用予定人員 業務の必要に応じて採用します。（平成30年度採用実績①13人②４人③10人④１人）
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31年４月１日～平成32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上、教員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 12月10日㈪～平成31年１月11日㈮ 8:30～17:15
※土、日、祝日および12月29日㈯～平成31年１月３日㈭は除く。
面接日 平成31年２月17日㈰
面接場所 ひまわり会館
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

22

87

－

12

22
−
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9

Ｑ

Ａ

30

30

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

阿南市へ
阿南市立の小学校および中
●血圧計一式および車いす
学校で、学校図書の整理・貸
５台
（健康づくりセンター・
出・読書の啓発等に従事する
市役所庁舎に設置）
「 学 校 図 書 館 サ ポ ー タ ー」 を
小さな親切運動阿南支部
募集します。
様から公共施設における福
賃金等 週５日で１日４時間
祉サービス充実のため
勤務：日額３７５０円（平成
ご寄贈いただきありがと
年度現行）
うございました。
採用予定人員 若干名
応募資格 司書もしくは司書
補の資格または教員免許をお
市民交流ロビー等の
持ちの方（平成 年３月 日
使用について
までに取得見込みの方を含
市 役 所 １ 階、 ２ 階（ 南 側 ） む）
試験日 平成 年１月 日㈰
の多目的スペース、市民交流
試験内容 面接試験
ロビーを市民団体等の展示ス
申込方法 履歴書（市販のも
ペースとして使用できます。
のに写真貼付）に司書（司書
使用者 使用目的に関する所
補）の資格または教員免許状
管課が認めた市民団体等
の写し（免許状または資格取
使用期間 ７日間程度
得見込み証明書も可）を添え
利用時間 基本的に平日の午
て学校教育課へ提出してくだ
前８時 分から午後５時 分
さい。
まで
申込期間 平成 年１月４日
※市の行事と重複した際、市
㈮～ 日㈮の午前８時 分～
の行事を優先させていただき
午後５時 分（土、日曜日は
ますので、ご了承ください。
除く）
※営業活動、宗教活動、政治
※くわしくは、選考試験案内
活動、募金活動と認められる
をご覧ください。
行為には使用できません。
問い合わせは 学校教育課
問い合わせは 総務課（☎
（☎
３８０４）へ
３３９０）へ
－

第５回
阿南市人権教育・
啓発市民講座

第３次阿南市男女共同参画基本計画（素案）
に係るパブリックコメントについて
募集期間 12月７日㈮～14日㈮（必着）
公表資料 第３次阿南市男女共同参画基本計画（素案）
公表場所 市ホームページ、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
提出方法 様式は自由です。氏名および住所を記入の上、人権・男女参画
課へ提出してください。郵送、電子メール、ファクスでも受け
付けます。
※電話や口頭での受付はいたしません。
意見の公表 提出された意見や提言は、その内容を整理し（個人情報は除
く）公表します。なお、意見等についての個別回答はいたし
ませんので、ご了承ください。
提出先・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
（☎22−7401・FAX22−4785）へ
e-mail:jinken@anan.i-tokushima.jp

阿南市制施行60周年記念事業

阿南市人権フェスティバル

第22回
テーマ

「明るく住みよいまちづくり」

日時

12月18日㈫
14:00〜15:30
場所 文化会館１階 視聴覚室
演題 「職場におけるハラスメン
ト」
講師 弁護士 鈴木亜佐美さん、
弁護士 永本能子さん
※託児あり。12月10日㈪までに
お申し込みください。
※お車でお越しの方は、乗り合わ
せにご協力ください。
問い合わせは

全イベント入場無料！

12月９日㈰

場所

10:00～15:00（開場9:40）

文化会館（夢ホールほか）、富岡公民館

記念行事
○第一部

トークセッション

○第二部

講演

10:15〜10:45予定（30分間）

原田大二郎さん（北條民雄文学賞選考委員）、
森 水菜さん（「北條民雄文学賞」大賞受賞者）
講師
演題

短編映画
「踊る！ホラーレストラン」
をみながら…

10:50〜11:50予定（60分間）

原田大二郎さん

「人権、もういっぺん考えてみようよ。」

＜原田大二郎さん プロフィール＞
映画「裸の十九才」でエランドール新人賞。テレビドラマ「Ｇメン
75」
、映画「蒲田行進曲」、映画「奇跡の海」（撮影地：阿南市椿泊）、
舞台「ジュリアス・シーザー」などに出演。アニメーション映画「ハ
ウルの動く城」では老犬・ヒンの役を好演。元明治大学特別招聘教授。
阿南市で「いのちの初夜」（著者：北條民雄）を朗読。
＜森 水菜さん プロフィール＞
住所 熊本県阿蘇市
年齢 25歳（2018年12月現在）
職業 会社員
＜北條民雄文学賞とは？＞
阿南市出身の作家北條民雄の生誕100周年と阿南市合併10周年を記
念して、平成27年度に創設された文学賞。

問い合わせは
人権・男女参画課（☎22ー3094）へ

11
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次の市営住宅への入居者を募集します。
〈一般募集住宅〉
住宅名
中川原
西 方
橘
高 田
赤 池

所在地
横見町中川原
長生町西方
橘町幸野
福井町森
那賀川町赤池

戸 数
２
１
２
１
１

間 取
３ＤＫ
３ＤＫ
３ＤＫ
３ＤＫ
３ＤＫ

戸 数
１

間 取
３ＤＫ

〈常時募集住宅〉
住宅名
橘

所在地
橘町幸野

◆申込資格等 次の①～④にすべてに該当する方
①阿南市に住民登録または勤務地を有し、持家がないなど
居住に困っていると認められる方
②同居しようとする親族がいること。ただし、婚約者の場
合は、入居を指定した日から３カ月以内に結婚し、同居
できる方に限ります。
③政令で定める収入基準を満たす方
④申込者および同居する親族が暴力団員でないこと
◆申込みに必要な書類
①市営住宅使用申込書（住宅・建築課備え付け）
※申込書には押印が必要。

②入居希望者全員の住民票
③収入を証する書類（所得課税証明書、源泉徴収票（給与
支払明細書）など）
④婚約中の方は、婚約が証明できる書類
◆入居者の選定方法
①受付時に書類審査を行います。書類に不備がある場合は
受け付けできません。
②書類審査後、希望する住宅を１つ選んでいただきます。
③各住宅で募集戸数を超える申込みがある場合は、抽選に
より決定します。
④不正な申込み等が発見された場合は、当選資格を取り消
します。また、申込み後、入居までに同居親族の変更（出
産、死亡を除く）または婚約者が変わった場合は、その
申込みを無効とします。
⑤受付日に申込みを希望した者がいなかった場合は、引き
続き住宅を募集し、先着順で申込みを受け付けます。
⑥常時募集の物件については、先着順で受け付けます。
◆受付日時 12月６日㈭、７日㈮ 9:00～17:00
◆抽選日 12月13日㈭、14日㈮ ※抽選がある場合のみ。
◆入居予定日 平成31年２月１日㈮
※家賃、敷金、収入基準など条件・制約がありますので、
くわしくは、お問い合わせください。
問い合わせは 住宅・建築課（☎22−3431）へ

♣ホール
10:00

《 第20回ふれあいのまちづくりフェア同時開催 》
日時

人権・男女参画課
（☎22−3094）
へ

市営住宅入居者募集

13:30

開会宣言
記念行事
○第一部 トークセッション
○第二部 講演
人権啓発標語・ポスターおよび人権作
文表彰式

♣ホワイエ

☆人権啓発標語・ポスター・人権作文優秀作品展示
☆人権擁護委員コーナー（人権絵はがき・人権
の花運動ポスター展示）
☆男女共同参画コーナー
☆本人通知制度相談コーナー
☆「部落差別の解消の推進に関する法律」につい
て展示

♣視聴覚室（11:00～）

☆ふれあいのまちづくりフェア
（バザー・作品展）

♣お茶室（11:00～）※お茶券販売9:40〜
☆那賀川中学校によるお茶席開催

♣前庭（11:00～）

☆バザー・飲食物販売など

♣富岡公民館

☆子どものための特設人権相談
☆法務局くらしの相談
☆手話教室・バザー（11:00～）

♠ 人権イメージキャラクター「人KEN まも
る君・人KEN あゆみちゃん」、徳島インディ
ゴソックス選手＆Ｍr. インディー、阿南市
イメージアップキャラクター
「あななん」も
やってくる！

♥託児所あり（無料）
※事前申込みが必要です。
※イベント内容が変更・一部中止になることがあります。

阿南駅東口駐車場をご利用ください
阿南駅発着高速バス時刻表

●上り
発車時刻
阿南駅⇒大阪方面 経路
到着時刻 運行会社
※ 9:30
※ 5:55
6:35 阿南駅→高速舞子→大阪駅前
10:20
（ハービス大阪）
9:05 →南海なんば
12:40
11:05
14:40 徳島バス
13:05 ※印の便は土・日・祝日および冬
16:40
17:10
20:55
休み等の繁忙期にＵＳＪを経由
18:35
22:10

阿南駅東口に市営駐車場を設置しています。
高速バスや阿南駅をご利用の際、旅行や出張にお
出かけの際、阿南駅前商店街でお買い物の際には、
ぜひ阿南駅東口駐車場をご利用ください。
○利用可能台数 37台
○駐車料金 500円/24時間

発車時刻
阿南駅⇒東京 経路
到着時刻 運行会社
20:35 阿南駅→渋谷→浜松町→品川
6:50 徳島バス
12月20日まで 阿南駅→池尻大橋→バスタ新
7:55
20:50 宿→東京駅→新木場駅
JRバス関東
12月21日から 阿南駅→池尻大橋→バスタ新
8:09
20:50 宿→東京駅→ディズニーランド
●下り
発車時刻
大阪方面⇒阿南駅 経路
到着時刻 運行会社
11:03
7:30
南海なんば→大阪駅前→高速
9:30
12:58
（ハービス大阪）
11:40 舞子→阿南駅
15:28
13:55
17:28 徳島バス
15:50 ※ 印 の 便 は 土・ 日・ 祝 日 お よ び
19:23
冬 休 み 等 の 繁 忙 期 に Ｕ Ｓ Ｊを
17:50
21:18
18:25始発で運行
※ 18:55
※ 22:23
発車時刻
東京⇒阿南駅 経路
20:45 品川→浜松町→渋谷→阿南駅

12月20日まで

21:10 東京駅→バスタ新宿→阿南駅
ディズニーランド→東京駅→
20:15 バスタ新宿→阿南駅

12月21日から

到着時刻 運行会社
7:00 徳島バス
7:31
7:31

JRバス関東

阿南駅東口駐車場

問い合わせは
◎阿南駅東口駐車場に関することは
まちづくり推進課（☎22－1596）へ
◎高速バスに関することは
徳島バス予約センター
（☎088－622－1826）へ
ＪＲバス関東予約センター（☎03－3844－0495）へ
ＪＲ四国バス予約センター（☎088－602－1090）へ
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平成30年分

確定申告をされる予定の方へ

申告会場では例年、混雑が予想されます。平成31年1月からe-Tax の利用手続きがより便利になりますので、ご自
宅からの申告書送信をご検討ください。
ID・パスワード方式を利用すれば、スマートフォンやタブレットからでも所得税の確定申告書の作成・送信が可
能になります。

●マイナンバーカード方式 用意するもの ①マイナンバーカード ②ＩＣカードリーダライタ
または
●ＩＤ・パスワード方式 用意するもの ①ＩＤ（利用者識別番号） ②パスワード（暗証番号）
・ID とパスワードは、税務署で職員と対面による本人確認を行った後に発行しますので、発行を希望される方は、
運転免許証などの本人確認書類をお持ちの上、阿南税務署にお越しください。
・ID とパスワードを受けとれば、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」から、自宅のパソコンや
スマホを利用し、e-Tax で送信すれば申告が完了します。
・e-Tax で送信すれば、源泉徴収票や医療費の領収書などの添付書類は提出不要になります。
（自宅で保管する必
要があります）
・平成30年1月以降、確定申告会場で「ID・パスワード方式の届出完了通知」を受け取られた方は、すでに利用開
始届出書の提出はお済みですので、お手元の申告書等の控えをご確認ください。
※ID・パスワード方式は、マイナンバーカードおよびIC カードリーダライタが普及するまでの暫定的な対応です。
問い合わせは 阿南税務署（☎22−0414）へ

年末年始の市役所業務の
休業（休館）のお知らせ
業務内容・
施 設 名
一般行政業務
水道料金お客様
センター

休業（休館）期間

電話番号

12月29日㈯～１月３日㈭

※仕事始めは１月４日㈮から。 22－1111
※休み期間中の「出生届」「死
亡届」等の戸籍の届け出は、
市役所１階の宿直室までお願
いします。
22－0587

市民会館

22－7000

環境啓発センター

49－5820

光のまちステー
ションプラザ

24－3141

ひまわり会館

12月29日㈯～１月３日㈭

23－6600

阿波公方・
民俗資料館

42－2966

情報文化センター

44－5000

文化会館

21－0808

公方の郷なかがわ
（道の駅事務所）
葬斎場

12月31日㈪、１月１日㈷

21－2631

12月28日㈮、
１月１日㈷〜３日㈭

22－0623

※科学センターは19ページ、市立図書館は21ページ、スポーツ施設
は27ページをご覧ください。
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簡単・便利
平成31年４月（予定）

住民票等のコンビニ交付サービスが始まります
マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書を利用して、住民票の写しや印鑑登録証明書
などが、全国のコンビニエンスストアのマルチコピー機で取得できるようになります。

◎取得できる証明書

6:30～23:00（土、日、祝日も含む）

・住民票の写し

※12月29日～１月３日を除く

・印鑑登録証明書
・戸籍謄本・抄本（本籍が阿南市の方）

◎利用可能店舗

・戸籍の附票の写し（本籍が阿南市の方）

固定資産税についてのお知らせ
固定資産税とは
毎年１月１日（賦課期日）に、土地・家屋・
償却資産を所有している人がその固定資産の
評価額をもとに算出された税額をその固定資
産の所在する市町村に納める税金です。
土地の評価について
地目については、その年の１月１日の現況地
目等によって評価しており、調査のためお伺
いすることがありますので、ご協力をお願い
します。
新築家屋等の評価について
平成30年１月２日以降に新増築された家屋
の評価を順次実施しています。家屋の評価に
ついては、均衡のとれた公平な固定資産税の
課税のために家屋の内部および外部について
詳細な調査を行う必要がありますので、ご協
力をお願いします。
償却資産の申告について
平成31年度の償却資産の申告書を12月に発
送します。事業用資産を所有している法人お
よび個人の方は、平成31年１月１日現在、
所有している資産について、１月31日㈭ま
でに申告してください。10キロワットを超
える太陽光発電設備についても償却資産の申
告の対象となります。
次の場合は必ず連絡してください
土地については、利用形態を変更したとき、
家屋については、家屋の取り壊しや増築、新
築をしたときなどです。
問い合わせは 税務課固定資産税担当
（☎22−1114）へ

◎利用可能時間

全国

約54,000店舗

サービスのご利用には
“マイナンバーカード”が必要です。申請はお早めに！
カードの
申請は

通知
カード
申請書

＜郵送で＞

＜パソコンで＞

＜スマホで＞ ＜証明写真機で＞ ※

〒

QRコード

※機器の対応をご確認ください。

市民生活課で顔写真を撮影して申請するサービスを実施しています
ご希望の方は、あらかじめ予約していただき、必要なものをご持参の上、ご来庁ください。

申請いただいたカードは約 2 週間後に作成されますが、お受け取りには、再度ご来庁いた
だく必要があります。

《必要なもの》本人確認書類
①

②

顔写真付の公的証明書

1点

①または②

無 料

（例）住民基本台帳カード（写真付に限る）、運転免許証、旅券、身体障害者手帳、
精神障害者保健福祉手帳、療育手帳

顔写真なしの市長が適当と認めるもの

2点

（例）健康保険証、介護保険被保険者証、年金手帳、社員証、学生証、医療受給者証

※カードの申請および受け取りは、第 1・第 2 日曜日も実施しています。
ご予約・問い合わせは

市民生活課（☎22−1116）へ
広報 あ
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