おくりもの
市長通信

お元気ですか

～

岩浅嘉仁

あなん未来会議は、毎年２回ほど市役所で
開いている意義深い会です。日本全体、ある
い は 世 界 全 体 の 視 点 か ら、 小 さ な 小 さ な 都
市・阿南に対し、自由な提言をしていただい
ています。スポーツジャーナリストの二宮清
純氏や、日本航空株式会社西日本地区支配人
の中野星子氏をはじめ、さまざまな職種の方
（約 人）がメンバーです。
特に二宮清純氏には、いつも実現可能で貴
重なアイデアを提供していただいています。
例 え ば、「 阿 南 市 は 野 球 の ま ち で す ね。 四
国は八十八カ所お遍路が有名です。ならば、
阿南に 番札所、すなわち『やきゅう寺』を
作ってはどうですか」。
この一言で、民間から多額の寄付が集まり、
道の駅公方の郷なかがわに野球寺ができ、全
国的に野球のまち阿南が有名になっていきま
した。
さて、前回の会議での二宮氏の発言です。
「まずは、２０２０年と１９６４年の東京オ
リンピック・パラリンピックがどう違うかと
いう点を押さえましょう。１９６４年は、日
本全体が高度経済成長の右肩上がりの時代、
いわば国全体が青春時代の真っ盛りにあった。
この時の高齢化率（ 歳以上の人口）は、わ

～ 人々を包み込む
真にやさしいまちへ

阿南市長

!!

▼所得課税（非課税）証明書
６月６日㈭～
※証明書申請時に本人確認を
実施していますので、公的証
明書（免許証、保険証等）を
ご持参ください。
問い合わせは 税務課（☎
１１１４）へ

農業者年金に
加入しませんか

22

メリット
・少子・高齢化時代に強い積
立方式の年金
・終身年金で 歳までの保証
付き
・支払った保険料は全額社会
保険料控除
・手厚い政策支援で保険料に
国庫補助も
加入条件 次の①～③のすべ
てに該当する方
①国民年金第１号被保険者
②年間 日以上農業に従事し
ている方
③ 歳以上 歳未満の方
問い合わせは 農業委員会事
務局（☎
３７９０）また
は、最寄りの農協へ
農業者年金の現況届
提出期間 ６月３日㈪～
日㈮

●製紙工場

美波町▼

10

阿南市へ
●３万８６５円
株式会社さかがみハウジング
様から地域福祉充実のため
阿南市社会福祉協議会へ
●金一封
富岡町 阿南商工会議所女
性会様からチャリティーバ
ザーの収益金を社会福祉事
業運営基金として
以上、ご寄贈いただきあ
りがとうございました。

税務課からのお知らせ
改元に伴う市税等の通知書等
の元号表記について

元号を改める政令の施行に
伴い、５月１日以降に発出す
る市税等の通知書等（納付書、
証明書等）の日付や期日、年
度の元号が「平成」で表記さ
れ て い る も の は、
「令和」に
読み替えをお願いします。な
お、旧元号で表記された通知
書等の法律上の効力に影響は
ありませんので、ご理解とご
協力をお願いします。
令和元年度所得証明書
等の発行予定日

▲小松島市

コンビニ●

●病院
●電機店

ず か ６ ％ で し た。 し か し、 ２ ０ ２ ０ 年 は 約
％に達します。いけいけどんどんの成長一
本やりでは、うまくいくはずがありません。
『成長』に代わるコンセプトは何か。それは
『成熟』です。だから、２０２０年はパラリ
ンピックがより重要になってきます。障がい
者の生活環境や、高齢者への優しい配慮、社
会的弱者への温かいまなざしを持った行政に
取り掛かるきっかけになるのが２０２０年の
大会です。オリンピック・パラリンピックは、
社会変革運動です。阿南市がその先頭に立つ
施策を展開してください。まず、小さな取組
かもしれませんが、市職員が点字名刺を持つ
ことから始めませんか」。
この発言に、私はあらためて人にやさしい
行政を足元からめざさねば、と思いました。
この発言を受けて、ある幹部職員から私見を
つづった文章が届きました。「点字名刺から
みんなが幸せになる阿南市に…。人は誰でも
何がしかのリュックを背負っている。苦手な
ことや難しいことを詰め込んで生きている。
今、何も背負っていなくてもいつか背負うと
きがくる。坂道を上るときにリュックが重た
いなあと思ったとき、周りの人がちょっと支
えてくれたら、普通に上ることができる…。
周りの人のリュックに気づき、そのリュック
を少し支える手がすっと当たり前に出せる市
職員でありたい。点字名刺運動をまず阿南市
職員から広げたい」。市長としてうれしい限
りでした。
最後にヘレンケラーの言葉で今回の市長通
信を締めくくります。「人々の思いやりがあ
れば、小さな善意を大きな貢献に変えること
ができます」
。

年金相談コーナー

国民年金に若い
歳

ときから加入して
歳になりますが、

基礎年金は原則と
歳から受けること
望すれば

歳からでも受

ができますが、本人が希

して

国民年金の老齢

ができますか。

前でも年金を受けること

65

60

ファスト●
フード店

Ｑ

歳から受け始め

歳に達する日の前月

課（☎

保険年金
１１１８）へ

問い合わせは

ますので注意が必要です。

なお、減額は一生続き

までの月数）となります。

ら

５％×（繰上げ請求月か

額 さ れ、 減 額 率 は、 ０・

る場合の年金額に比べ減

額は、

この場合、受ける年金

けることができます。

60

65

（サンアリーナ）

阿南市スポーツ
総合センター
55

65

80

市教育委員会では、今年度阿南市教育振興基本計
画等策定委員会を設置し、
「第２期阿南市教育振
興基本計画」等を策定する予定です。この策定委
員会で、教育委員会が示す素案について検討して
いただく委員を募集します。

60

Ａ

65

募集内容

60

22
－
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教育総務課（☎22−3299）へ

65

22
−

６月22日㈯ 10:00～
夢ホール（文化会館）

28

20

阿南市教育振興基本計画等策定委員会
委員の募集について

▼所得証明書 ６月３日㈪～

戦没者の霊を慰め、平和への誓いを新たにしま
す。関係者の方はご出席ください。

89

30

令和元年度に学校給食センター等にお
いて、臨時的に勤務する職員
採用予定人員 業務の必要に応じて採用します。
①長期調理員
市内の学校給食施設において、
臨時的に勤務する給食調理員。
②代替調理員
月10日程度、臨時的に勤務する
給食調理員。（不定期）
賃金 日額7,300円
申込方法 履歴書（市販のものに自筆・写真貼付）
を学校給食課へ提出してください。面
接の試験案内は、申し込み後に学校給
食課から連絡します。
申込期間 随時受付
問い合わせは 学校給食課（☎22−0362）へ
問い合わせは

市民生活課（☎22−1116）へ
問い合わせは

学校給食調理（臨時的任用職員）を
募集します

応募資格 次の要件すべてに該当する方
・市内在住の20歳以上の方
（令和元年８月１日現在）
・市の教育振興について関心のある方
・平日に開催する会議に出席できる方
（本年度は３回程度を見込んでいます）
・国、地方公共団体の議員でない方
募集人数 ２人程度
任期 委嘱した日から２年間です。
申込方法 所定の応募用紙に必要事項を記入の上、
「阿南市の教育振興についての考え方
（様式自由、1,000字程度の作文）」を
添えて提出してください。くわしくは、
お問い合わせいただくか市ホームペー
ジをご覧ください。
申込期間 ６月３日㈪～28日㈮ 17:00（必着）

－

令和２年「阿南市成人式」を次のとおり開催します。
日時 令和２年１月12日㈰
13:00開式（受付:12:00～）
場所 スポーツ総合センター（サンアリーナ）
七見町下川田100番地1
実行委員の募集 成人式の企画・運営に参画して
いただける新成人を募集してい
ます。
問い合わせは 生涯学習課（☎22−3391）へ
日時
場所

阿南市成人式のご案内
令和元年度戦没者追悼式

令和元年度阿南市サテライトオフィス推進事業

市民憲章 制定

10

50

周年

周年を記念して公募により、

年６月 日に制定されました。

25

市民憲章は、市制施行

昭和

明るく豊かなまちづくりを進めるための合言葉として、

これからも市民の皆さまに親しまれることを期待します。

わたくしたちは阿南市民です。
一 お互いにまごころをもって話しあいましょう。
一 健康で明るい家庭をつくりましょう。
一 自然を愛し美しいまちをつくりましょう。
一 社会のきまりをまもり良い風習をそだてましょう。
一 平和で豊かな阿南市をつくりましょう。

阿南市役所前に設置されている顕彰碑
（阿南ライオンズクラブ寄贈）

44

６月１日から７日は「水道週間」です！
今年の水道週間のスローガンは、「いつものむ いつもの水に 日々感謝」です。
水は、私たち人間はもちろんあらゆる生き物が生きるために欠かすことができません。
大切な水は、限りがある貴重な資源であり、水についての理解を深め、暮らしに有効的に役立てるとともに、
節水にこころがけましょう。
●水道の届出とご相談について
次のような場合には、すぐに届出をしてください。
・新しく水道を使用されるとき
・引越しをされるとき
・長い間、水道を使用されないとき
・使用者の名義が、変わるとき
・その他変更があるとき
●水道料金の納付は便利な口座振替をご利用ください
手続きは、市内の金融機関でお願いします。
●水道課給水係からのお願い
水道メーターまでの水道管の管理を充実し、修理や検針作業を速やかに行うため、宅地内で水道メーター
等の移動を行う場合は、申請書を提出していただくことになっています。
今後、家の建て替えや庭の工事等で水道メーターや水道管を移動する場合は、阿南市指定水道工事店を通
じて申請書を提出してください。
また、水道の給水管と井戸水等の管の接続（クロスコネクション）は、水道水の安全性を確保するなどの
観点から、法律で固く禁止されています。
クロスコネクションになっている場合は、給水管と水道以外の管を切り離してください。
なお、メーター移設や切り離しに要する費用は自己負担となります。
問い合わせは
●水道の届出および水道料金等に関すること 阿南市水道料金お客様センター（水道課内☎22−0587）へ
●給水装置の新設と変更工事および阿南市指定水道工事店に関すること 水道課給水係（☎22−3295）へ
●道路での漏水、メーターボックス内での漏水修繕工事に関すること
水道課管理係（☎22−3295）へ

9
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阿南市では、あなんスマート・ワークオフィスを活用したサテライトオフィス誘致推進事業や時間や場所にとらわれ
ない新しい働き方であるテレワーク推進事業に取り組んでいます。
パソコン・スマホで！在宅ワーク講座（テレワーカー育成講座）
テンプレートを組み合わせて簡単な返信メッセージを作成し、企業に代わってメールのお問い合わせに対応する業務
をマスターできます。スマホでの業務も可能で、隙間時間でどこででもできる仕事です。子育てや介護のため主に在
宅で働きたい方、ぜひともご参加ください。パソコンが使える方が対象となります。
（必要スキルはパソコンでインターネットが見られる程度で大丈夫です）
日時 ６月17日㈪、24日㈪、７月１日㈪、８日㈪（全４回）いずれも10:00～12:00
場所 あなんスマート・ワークオフィス（那賀川町上福井南川渕14番地１ 科学センター敷地内）
講師 ㈱ブックスタンド 代表取締役 笹本正明さん
受講料 無料
対象 阿南市在住または市内企業（学校）に勤務（通学）されている方
定員 ６人（応募者多数の場合は抽選とします）
持参物 パソコン（ウィンドウズ）
申込方法 市ホームページから申請書をダウンロードして、ファクスまたはメールでお申し込みください。
申込締切日 ６月10日㈪
※受講者には商工観光労政課からメールで連絡します。
問い合わせは

商工観光労政課（☎22−3290）へ

人権教育・啓発
●第２回阿南市人権教育・啓発市民講座
日時 ６月25日㈫ 14:00～15:30
場所 文化会館1階 視聴覚室
内容 「子どもから学んだ大切なこと」
講師 阿南中学校 坂本和裕さん
※託児あり（要申込：６月17日㈪まで）
※お車でお越しの方は、乗り合わせにご協力く
ださい。
●阿南市人権教育・啓発研究講座
（夏期）
受講生
募集
講座を集中的に開催することで、人権課題をよ
り専門的に学び見識を深めます。
応募資格 市内在住・在勤で本講座の目的に賛
同し、できる限り連続で参加できる
方。
日程 ７月３日㈬（市役所２階 202会議室）
、
24日㈬（市役所６階 604会議室）
14:00～16:00
内容 １日目：知ろう・学ぼう・深めよう
成年後見制度～基礎知識編～
２日目：知ろう・学ぼう・深めよう
成年後見制度～事例紹介編～
講師 とくしま高齢者・障がい者権利擁護ネッ
トワーク社会福祉士 西條志野さん
定員 40人
申込締切日 ６月28日㈮
申し込み・問い合わせは
人権・男女参画課（☎22−3094）へ

e-mail:shoukou@anan.i-tokushima.jp

あなんテレワーク推進センター
イベント情報！
女性の活躍推進に向けて「あ
なんテレワーク推進センタ
ー」では毎月楽しいイベント
を開催しています。ぜひご参
加ください！
●自分の似顔絵イラストをスマホで作ろう
スマホのお絵かきアプリを使って自分の似顔絵アイコンを
作成。かわいく描くコツや操作方法をお伝えします。作成
した似顔絵は、クラウドソーシングサイトなどのプロフィ
ール画像として設定します。
※外部講師を招いて開催する特別イベントです。
日時 ６月10日㈪ 10:30～12:30（２時間）
場所 牛岐城趾公園管理事務所２階
（富岡町トノ町24番地21）
※お車でお越しの際は市役所の駐車場をご利用いただきま
すようお願いします。
対象・定員 市内在住の女性、８人程度
持参物 スマートフォンかタブレット、筆記用具（鉛筆か
シャープペンシル、消しゴム、油性ペン（サイン
ペンくらいの太さ）)
参加費 無料
申込方法 電話、ファクスまたはメールで、氏名、年齢、
電話番号、希望日、お子さま連れの場合はお子
さまの年齢をご記入の上、お申し込みください。
問い合わせは あなんテレワーク推進センター（テレワー
クひろば）
（☎・FAX24−8009）へ
e-mail:anan@child-rin-tokushima.com
※月、水、金曜日（祝日除く）10:00～15:00
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第30回 那賀川流域
センチュリーラン参加者募集

平成30年度コミュニティ助成事業で
宮内コミュニティセンターを整備

秋の那賀川流域を駆ける自転車イベント「那賀川流域セ
ンチュリーラン」の参加者を募集します。

平 成30年 度 コ ミ ュ ニ テ
ィ助成事業（コミュニテ
ィセンター助成事業）の
助成を受け、宮内協議会
が宮内コミュニティセン
ターを建設しました。地域のコミュニティ活動
の振興・発展の場として活用されることを期待
します。
この助成事業は、宝くじの社会貢献事業の一つ
として、宝くじの普及広報を目的に行われてい
るもので、一般
財団法人自治総
合センターが宝
くじの収入を財
源に実施してい
ます。
定住促進課

日時
種目

10月６日㈰ 8:30～スタート予定 ※小雨決行
Ａコース（130㎞）
那賀川河川敷第３緑地→那賀川北岸→道の駅鷲の
里→阿南鷲敷日和佐線徳島県企業局川口ダム管理
所→那賀町木沢支所→四季美谷温泉（折り返し）
Ｂコース（46㎞）
那賀川河川敷第３緑地→那賀川北岸→道の駅鷲の
里→阿南鷲敷日和佐線→徳島森林づくり推進機構
（折り返し）
参加資格 各コースを７時間以内で完走できる走力のあ
る方
定員 500人
参加料 Ａコース…6,000円（中学・高校生…5,000円）
Ｂコース…5,000円（中学・高校生…4,000円）
申込方法 Web サイト「スポーツエントリー」にて申
し込みを受け付けます。下記サ
イト内において、
「第30回那賀
川流域センチュリーラン」と検
索してください。
http://spoen.net/
※ファクスによる申込も可能です。方法につ
いては下記までお問い合わせください。
申込期間 ６月３日㈪～８月16日㈮
問い合わせは 那賀川流域センチュリーラン実行委員会
事務局（スポーツ振興課内
☎22−3394・FAX22−4785）へ
e-mail:taiiku@anan.i-tokushima.jp

あぶない ! こんなに事故が
交通事故

件
死
負

数
者
者

222件（ 810）
1人（
5）
27人（
76）

救

急

件
数
搬送人員

254件（1,207）
243人（1,140）

火

災

件
損

傷

害

数
額

4件（16）
0千円（208千円）

●阿南署管内平成31年４月分。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。

「大人は楽しい？」

私は、子どもの頃、早く大
人になりたかった。大人はや
りたいことをやれて楽しいだ
ろう、と思っていたからだ。
そして、私は大人になった。
確かに、子どもの頃よりお
金は持って
いる（お正
月を除い
て ）。 行 動
範囲も広く
なった。た
だ、毎日楽
しいだろう
か。
「 隣 の 芝 生 は 青 い 」 の か、
年々、市外・県外への人口流
出 が 進 み 住 民 が 少 な く な り、
地域の行事等に主体的に参加
せざるを得ず、仕事も同じ状
況だ。
そう、大人はやることが多
いのだ。責任も大きい。楽し
みを優先することができない
のだ。
でも、本当にそうだろうか。

小川 道洋さん
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期日

５月８日㈬から

●新事務所所在地
〒779-1235 那賀川町苅屋325番地２
※那賀川町老人憩いの家の南側半分
●新電話番号
ハグクミ

☎24－8993
ナヤミゼロ

☎28－7830
ヤサシイ

☎24－8341

537

悩み相談電話
いじめ相談電話（FAX兼用）

問い合わせは

ひまわりの種を無
料で配布します。
真夏の空に向かっ
て力強く伸びるひ
まわりを咲かせ、
まちを明るく彩り
ましょう。
種子の配布場所
市役所１階案内、各支所・住民センター・公民館
企画政策課（☎22－3429）へ

光 のまちステーションプラザ

６月の催し

■体験コーナー
○パステルで雨物語 ９日㈰ 13:00～15:00
【申込締切日】７日㈮
【参加費】1,000円 【定員】５人
【持参物】手をふくタオル
※汚れても良い服装でお越しください。
○ジュエルソープを作ろう
23日㈰ 13:00～15:00
【申込締切日】21日㈮
【参加費】1,000円 【定員】5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

かもだ岬温泉は県内屈指の天然温
泉です。
ゆったりとおくつろぎください。

※26日㈬は風呂（ふろ）の日です。
一般入浴料半額に！ぜひご利用ください。

青少年健全育成センター代表電話

市の花「ひまわり」を
咲かせましょう

問い合わせは

かもだ岬温泉保養施設

【６月の休館日】
３日㈪、10日㈪、17日㈪、24日㈪

■展示コーナー 10:00～20:00
※各展示とも展示入れ替えのため、初日は12:00
から開始、最終日は15:00までに終了します。
○楽しい生地達 ２日㈰まで
○みんなの雨物語 ４日㈫～16日㈰
○パッチワークキルト展 18日㈫～30日㈰

主体的で責任を持ってい
るということは、やりたい
ようにできるということで
はないだろうか。もちろん、
む ち ゃ く ち ゃ は で き な い。
大人ですから。
ただ、みんなが楽しめる
方法を考え、実行すること
はできるのではないか。負
担が大きいのにあまり必要
ではないものを削ることが
できるのではないか。その
ための知識と経験は、大人
になる過程で得てきたはず
である。
私たちが、
大人だから
できること
を楽しむこ
と で、「 ウ
チの芝生も
青い」と言
えるようになると思う。子
ど も も 大 人 に 憧 れ を 抱 き、
大人になるための準備を始
めるきっかけになると思う。
ということで、私はまず
手始めに、大人を、家族を、
地域を、仕事を楽しみつつ、
やりたいことをやり、買い
たい物を買うつもりだ。
もちろん、阿南市内で。
次は椿町の近藤清子さん
にお願いします。
椿泊町

阿南市青少年健全育成センター
が移転しました

光のまちステーションプラザ
（☎24−3141）へ

かもだ岬温泉保養施設（☎21－3030）へ

球場へ行こう!

６月の日程

JAアグリあなんスタジアムほか
○高校総体協賛高校野球南部ブロック大会
１日㈯、３日㈪
○県中学校軟式野球春季リーグ大会 ２日㈰
○全日本大学軟式野球連盟国際親善大会
代表選出実技選考会
15日㈯ 13:00～18:00 16日㈰
9:00～12:00
○プライドジャパン甲子園徳島県予選
９日㈰
9:00試合開始
16日㈰ 13:00試合開始
○阿南市中学校総合体育大会（軟式野球競技）
22日㈯、23日㈰、24日㈪
○第13回光のまち阿南学童中央大会
29日㈯ 8:30開会式
○ヤングリーグ 大阪府チーム交流試合 30日㈰
問い合わせは

野球のまち推進課（☎22－1297）へ

教育委員会定例会だより
４月定例会（４月22日開催）で、次の内容に
ついて審議し、承認されました。

●教育長報告
１ 平成31年度 スタートに当たって
⑴ 本年度の重点目標
⑵ 新組織
２ 園・学校訪問について
３ 放課後児童クラブ・児童館一覧について
●阿南市教育功労者の選出および表彰式について
（教育総務課）
●阿南市社会教育指導員の委嘱について（生涯学習課）
●子ども体験活動支援センターコーディネーターの委嘱
について（生涯学習課）
●阿南市体育功労者・優秀者表彰式について
（スポーツ振興課）
※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

教育総務課（☎22−3299）へ
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