新型コロナウイルス感染症の影響により、下記の情報が変更となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

市政情報を
早く、正確に、分かりやすく
新型コロナウイルス関連情報や災害時の緊急情報、市政情
報、イベント情報などを阿南市Ｌ
ＩＮＥ公式アカウントから発信
します。ぜひご登録ください。

入札を希望される方は
申請書を提出してください
一般競争入札（指名競争入札）参加資格審査申請
建設工事の追加申請
令和２年度に市が発注する建設工事の入札に参加を希望さ

アカウント Ｌ
ＩＮＥ ID：@anancity

れる方は、申請書を提出してください。ただし、平成31年
（令

表示名：阿南市

和元年）
中または令和２年１月に申請をされた方は不要です。

登録（友だち追加）の方法

建設工事に係る測量・建設コンサルタント業務等

① ID から

「友だち追加」画面から、
「ID 検索」で

令和２、
３年度に市が発注する建設工事に係る測量・建設

「@anancity」を検索し、登録してください。

コンサルタント業務等および用地取得等に関する委託業務

「友だち追加」画面から、上の２次元コードを読み取り

い。ただし、令和２年１月に定期受付をされた方は不要です。

②２次元コードから

登録してください。
問い合わせ

秘書広報課

の入札に参加を希望される方は、申請書を提出してくださ
受付期間

☎21ー1110

12月10日㈭まで
（土、日、祝日は除く）

提出書類等 徳島県との共同受付を実施しています。詳細

は、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。

みんなでピアノ物語
出演者募集
開催日 8月29日㈯、30日㈰
場
対

所 夢ホール
（文化会館）
象 小学1年生以上

演奏時間 10分以内
定

員 各日75組
（先着順）

提出先・問い合わせ

総務課

☎22ー3804

公共下水道受益者負担金の
納付書を発送します
令和２年度の納付書は８月上旬に受益者に発送します。
納付対象は、分割払いで納付されている方やこれまで納

参加費 1人1,000円。4人以上は何人でも4,000円。

付猶予を受けられていた土地で猶予が外れた方などです。

さい。

口座振替の手続き 口座振替
（分割払いのみ）
を希望される

応募方法 メールに下記の必要事項を記入の上、ご応募くだ

納期 ８月、11月、２月

①お名前、②年齢、学年
（小学1年生以上）
、③住所、④連絡

方は、次の金融機関に「口座振替依頼書」を備え付けていま

先電話番号、⑤演奏曲目、作曲者
（編曲者）
、⑥演奏所要時間
（10分以内 演奏時間を計ってください。）
、⑦アンサンブルの
場合は編成、譜面台、いすの必要数、⑧開催日で都合がつか
ない日がある場合はご記入ください。

すので、７月15日㈬までに手続きをしてください。
阿波銀行、徳島大正銀行、四国銀行、高知銀行、
阿南信用金庫、四国労働金庫、阿南農業協同組合、
ゆうちょ銀行の阿南市内各店舗

申込締切日 7月28日㈫必着

こどもクラブ 竹炭マリンバつくり
竹炭マリンバを作り演奏を楽しみましょう。

日

時 7月26日㈰ 10：00～12：00

講

師 久米見奈子
（マリンバ奏者）

場
対
定

所 文化会館 視聴覚室
象 小学生

員 10人
（先着順）

参加費 800円

持参物 ボックスティッシュの空き箱があればお持ちください。
応募方法 メールでお申し込みください。

申し込み・問い合わせ
夢ホール市民協議会夢つくりあなん ☎23ー5599
〒774ー0030 富岡町西池田135番地1 文化会館
「みんなでピアノ物語」係
「こどもクラブ 竹炭マリンバつくり」係
e-mail：yumehallciviccouncil@gmail.com

問い合わせ

下水道課

☎22ー1796

阿南市への移住を考えている方へ
オンライン相談会を実施します
仕事や住居、子育てなど、移

住に関するご質問に専門の移
住促進コーディネーターがお答
えします。また、身近に移住を
考えている方がいらっしゃいま
したらご紹介ください。
開催日

月２回程度

申込方法

参加料

無料

阿南市移住交流支援センター

の問い合わせフォームから氏名、メールアド
レスを記載の上、送付してください。
※詳しくは「阿南市移住交流支援センター」
ホームページをご覧ください。
問い合わせ ふるさと未来課

☎22ー7404
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空き家を

しましょう!

①室内清掃

適正管理

最低でも月１回 必ずやっておきたいこの３つ !!
換気 空き家が老朽化する一番の原因は「湿気」と言われています。人
が住んでいない空き家は、家の中に湿気が溜まり、溜まった湿気が家を腐
らせます。そのため、定期的に換気し、湿気を逃がす必要があります。全
ての窓はもちろん、押入れや靴箱等も開放し、
１時間ほど換気しましょう。
通水 水道を使用せず放置していると、中の水道管がさびて破裂した
り、害虫や悪臭の原因にもなります。そのため、定期的に、全ての水道の
蛇口を開放して、１分程度放水し、異変の有無を確認しましょう。
せんてい

剪定

道路にはみ出しそうなものや、隣の敷地に入ってしまっている枝
などを切る程度で良いので、庭木や生け垣などの剪定を行いましょう。

②室外清掃

◇継続的な維持管理に努めましょう。
◇相続をしたとき、速やかに土地・建物
の登記手続を済ませましょう。
◇地 域の方や近隣の方に連絡先を伝
え、問題が起きた場合、すぐに対応
できるようにしておきましょう。

③確認作業（室内外の老朽化の確認）

適 正 管 理 のために

草抜き

ツタ等が外壁にかかりそうであれば引き剥がしたり、背の高い
草を抜くぐらいでも良いので、庭の雑草管理をしましょう。また、蜂の巣な
どを発見したら、すぐに駆除業者に依頼するようにしましょう。

掃き掃除 玄関や家の周辺、近くの道沿いにもゴミがあれば掃除して
おきましょう。掃除中、敷地内に大量のたばこの吸殻や空き缶などが散乱
している場合、空き家であることを利用して、
「たまり場」になっている可
能性があります。そのような事態は家主の責任ではありませんが、近隣の
方からの苦情は、家主のところに寄せられます。たまり場になっている場
合、警察に相談するなど、早めに対応しておくようにしましょう。
雨漏り

雨漏りの確認は重要です。雨漏りの跡を発見したら、すぐに修
理をするようにしましょう。長い間放置しておくと、カビが大量に繁殖した
り、柱が腐ったり、人が住めないほど荒れ果ててしまうことがあります。

ベランダ

老朽化によりベランダから何かが落ちて、通行人などにけ
がを負わせてしまうこともありますので、問題がないか確認しておきましょ
う。また、強風などで飛ばされてしまいそうなものがあれば、処分するか１
階に置くなどの対応を行いましょう。

コンクリート塀

ブロック塀が崩れて通行人がけがをする場合があ
るので、揺れ、傾斜、亀裂、などの不具合を確認し、必要であれば修理し
ましょう。また、落書きや汚れなども確認しておきましょう。

雨どい 雨どいの不具合を確認しましょう。雨どいの不具合をそのま
ま放置しておくと、雨漏りや基礎の劣化を招く場合もありますので、必要
であれば修理しましょう。

「遠方に住んでいる」や「高齢等でなかなか管理ができない」など、相談無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

土地・空き家の管理を手伝ってほしい方
【基本サポートプラン】１カ月 500円
◆月１回定期巡回
・目視による外観、庭等チェック、近隣の状況確認
・ポストチェック
（廃棄処分）
・３カ月に１回文書による報告
（メールでの報告が基本）
・トラブル、クレーム対応、近隣からの連絡受付等
・相談等
（随時）
無料 その他
ＮＰＯ法人 空き家・空き土地管理サポートセンター
（藤澤）
【本部】☎088ー611ー2588
〒770ー0808 徳島市南前川町4丁目14 船橋設計ビル1階
（髙山）
【阿南支部】☎24ー9981
〒774ー0017 阿南市見能林町どぶ石8番地4
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空き家を活用したい方

売却または賃貸

ご自身で利用する予定がない場合は、人に利用してもらうこ

とも考えましょう。空き家の状態を極力短くすることで、住宅の
状態を維持でき、賃貸や売買の取引を有利な条件で、市場に流
通させることができることもあります。
解体

住宅を解体して、解体後の土地を活用する方法もあります。

駐車場、貸し土地、家庭菜園、太陽光発電など、土地活用の
可能性は、場所によってさまざまで、まちづくりに活用されてい
る例もあります。
不動産相談窓口 ☎23ー7408
〒774－0030 阿南市富岡町佃町５５５番地５
公益社団法人 宅地建物取引業協会 阿南・海部支部

新型コロナウイルス感染症の影響により、下記の情報が変更となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

教育委員会定例会だより

５月定例会
（５月２6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市教育論文表彰式について
②市総合計画策定委員会・総合戦略推進本部会議について
③市教育研究所運営委員会について
④学校の再開について
⑤市奨学生選考委員会について
⑥ APP について
⑦今後の主な行事について
●阿南市教育振興基本計画等策定委員会委員の委嘱につい
て
（教育総務課）
●学校評議員の委嘱について
（学校教育課）
●学校訪問について
（学校教育課）
●阿南市立公民館長の任命について
（生涯学習課）
●阿南市社会教育委員の委嘱について
（生涯学習課）
●阿南市学校給食審議会委員の委嘱について
（学校給食課）
（追加）
について
（教育総務課）
●阿南市教育功労者表彰の選出
●阿南版ふるさと応援弁当プロジェクトについて
（学校教育課）
●次回定例教育委員会の日時について
※定例会の日時は、市ホームページでお知らせしています。
詳しくはお問い合わせください。
問い合わせ

教育総務課

長時間野球大会出場者募集
9：00～翌日の21：00までの間、チ―ムをリレーして試合
を行う長時間野球大会に出場するチームおよび選手を募集
します。
日程

8月29日㈯

9：00～21：30

30日㈰

6：00～21：30

※出場する時間は大会主催者が調整し決定します。
場所

1チームの出場時間は1時間程度を予定しています。
JA アグリあなんスタジアム

参加資格

小学３年生以上の男女

※市外に住所のある選手の申し込みも歓迎します。

参加費

無料

持参物 シューズ
（金属製スパイクは禁止）
、グローブ

※野球のユニホームをお持ちの方はなるべくユニホーム
の着用とアップシューズの使用をお願いします。

申込締切日

7月31日㈮

※市内の各野球連盟に所属するチームは連盟を通じてお
申し込みください。

出場チーム募集 !

☎22ー3299

阿南警察署だより
水難の約半数は死亡事故に！
平成30年に全国で水難事故に遭った人の数は1,356人
で、そのうち692人が死亡したり、行方不明となったりして
います。
・海水浴の際は危険な場所を確認する。
・体調が優れない時やお酒を飲んだ時は泳がない。
・悪天候の時は海に出ない。

問い合わせ

野球のまち推進課

☎22ー1297

球場へ行こう!

7月の日程

JAアグリあなんスタジアムほか

〇阿南市軟式野球連盟

第42回壮年夜間大会

１日㈬〜31日㈮の平日 19：30～

〇阿南市中学校軟式野球交流大会
（阿南市総体代替大会）

４日㈯、11日㈯、12日㈰

〇徳島県高校優勝野球大会

・子どもだけで遊ばせない。

18日㈯、19日㈰、23日㈷、

・ライフジャケットを着用する。

25日㈯、26日㈰
※中学・高校の試合は無観客開

海、川、山を
安全に楽しみましょう

催となりますが、控え部員と
保護者は観戦できるよう配慮
します。

問い合わせ

阿南警察署

☎22ー0110

あぶない！こんなに事故が
交通事故
救

急

火

災

件
数
死
者
負 傷 者
件
数
搬送人員
件
数

137 件（828）
０人（1）
4 人（64）
248 件（1,262）
234 人（1,182）
2 件（13）

●阿南署管内令和 2 年 5 月分。カッコ内は 1 月からの累計。

問い合わせ

野球のまち推進課

スポーツ施設

7月の休館日

スポーツ総合センター
（温水プール）
那賀川スポーツセンター
羽ノ浦総合国民体育館
羽ノ浦健康スポーツランド
県南部健康運動公園

☎22ー1297

６・13・20・27日

１・８・15・22・29日
６・13・20・27日
６・13・20・27日
７・14・21・28日
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