｜

28

｜

月は国民健康保険適用
適正化強化月間です
国民健康保険の届出は
日以内に

｜
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Ｑ＆Ａ

あなたのように、受給資
格期間が 年を満たして
いない方や、 年以上ある
が満額となる 年に満た
ず年金額を増やしたい方な
どが、 歳から 歳になる
までの間に任意加入するこ
とができます。
また、昭和 年４月１日
以前に生まれた方について
は、 歳になるまでの間に
年金の受給資格期間を満
たすまで、特例的に任意加
入することができます。手
続きは、 歳に到達した日
以降、任意加入の申出書と
口座振替の申出書の両方
の提出が必要です。
問い合わせ 保険年金課
☎ ー１１１８

40

65

40
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年金相談

Ｑ

もうすぐ 歳になり
ますが、老齢基礎年
金を受けられる資格
期間を満たしていません。
どのようにすればよいので
しょうか。

20

（免除・納付猶予期間を含む）

Ａ

老齢基礎年金を受
けるためには、 歳
から 歳になるまで
公的年金に加入して、原則
として最低 年間保険料
を納めなければなりません。

60

10

60

60

10

10

60

70
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相談は無料で、秘密は固く守られます。
＜行政苦情110番＞

電話番号 0570
‐
090110
担
当 総務省行政相談センター「きくみみ徳島」
受付時間 平日8：30～17：15
※受付時間外や土、日、祝日は、留守番電話で受け
付けます。

※行政相談委員が開設を予定していた行政相談所は、新型
コロナウイルス感染拡大防止のため、当面、中止します。

10月19日㈪から25日㈰までは「行政相
談週間」です。
行政相談週間は、総務省の「行政相談」を
広く皆さまにお知らせしてお気軽に利用して
いただくために、総務省が全国一斉に実施し
ているものです。
「コロナに関する支援策について、どこに
相談したらよいか分からない」
、
「役所に申請
したが、手続きが進まない」
、
「公共施設が壊
れていて危険」
、
「窓口には行きづらい」など、
お困りの場合はお気軽にご相談ください。

徳島県版プレミアムポイン
ト事業をお申し込みの方へ
のご注意

31

10

14

「ＷＡＯＮ」でマイナポイントを
申込済みの方について、徳島県版プ 加入の必要がある方
レミアムポイント（上限３０００円
国 民 健 康 保 険 は、職 場 の 健 康 保
分）の受け取りには、窓口設置店舗 険、後期高齢者医療制度に該当され
（県内のマルナカ、ザ・ビッグ、イ る方などを除いて、全ての人が加入
オンスタイル徳島）で別途、県内在 する制度です。退職などで他の健康
住であることを確認するため申し込 保険に加入していない人は、国保に
みが必要です。申し込みの際は、マ 加入する必要があります。加入の届
イナポイントの申し込みを済ませた 出が遅れると、国民健康保険税をさ
Ｗ Ａ Ｏ Ｎ カ ー ド と 県 内 在 住 が 確 認 かのぼって納めることになりますの
できる身分証明書（運転免許証、マ で、早めに手続きをしましょう。
イナンバーカード、健康保険証等）
をお持ちください。確認後にチャー 脱退する必要がある方
ジ額に応じて、翌月末までにＷＡＯ
職場の健康保険などに加入した方
Ｎが付与されます。
（被扶養者を含む）は、国保を脱退
他の「ＰａｙＰａｙ」「楽天ペイ するための届出が必要です。届出が
（アプリ決済）
」
「楽天Ｅｄｙ」
「Ｃｏ 遅 れ る と 国 保 税 と 職 場 の 健 康 保 険
ＧＣａ」
「ゆめか」
「ｄ払い」につい 料 を 二 重 に 支 払 っ て し ま い ま す の
ての注意事項は、徳島県のホームペ で、忘れずに手続きをしましょう。
ージ等でご確認ください。
※届出に必要な書類等がありますの
なお、徳島県版プレミアムポイン
で、詳しくは、市ホームページを
トの実施期間は、令和３年２月 日
ご覧ください。
㈰まで、国のマイナポイントは令和 問い合わせ 保険年金課
１１１８
☎
３年３月 日㈬までです。
問い合わせ
徳島県版プレミアムポイント事業
コールセンター
☎０８８ ６０２ １２６５
または市民生活課
１１１６
☎
22

｜

行政相談週間
～あなたの声をお聞かせください～

阿南市総合計画の
「キャッチフレーズ（副題）」を募集します !
総合計画は、市の最上位計画で、市民主体による将来のまちづくりの基本的な指針となる

もので、現在、令和３年度から８年間を計画期間とする新たな総合計画を作成しています。
この度、本市がめざす８年後の都市像を

「多様な産業が咲き誇る 生涯チャレンジ都市
とする基本構想を策定しました。

阿南」

この計画を市民の皆さまに親しまれるものとするため、

「キャッチフレーズ
（副題）
」を募集します。

募集内容
阿南市総合計画のキャッチフレーズ
（副題）
※「阿南市総合計画2021▶２０２８」の序論お
よび基本構想
（市ホームページに掲載）
を参
考にしてください。
応募資格
市内に在住、在勤または通学している方
応募方法
応募用紙に必要事項を記入の上、郵送・持参・
ファクス・電子メールのいずれかでご応募くだ
さい。応募用紙は、市役所１階案内、４階企画
政策課、各支所・住民センター・連絡所の窓口
に備え付けのほか、市ホームページからもダウ
ンロードできます。

応募締切日
１０月２0日㈫

※必着

選考基準
応募いただいた作品を以下の視点で審査し、
１
作品
（採用作品）
を決定します。
１）
基本構想の内容を簡素に表し、副題として
ふさわしいもの
２）
市民に親しまれ、愛着を持てるもの
３）
独創性があるもの
発表・表彰
採用された作品は公表するとともに、採用され
た作品の応募者に直接お知らせします。
ま た、採 用 され た 方 を 表 彰 状 お よ び 副 賞
（10,000円相当）
をもって表彰します。

ご注意ください
※１人で何点でも応募可能ですが、１作品につき応募用紙１枚を提出してください。
※応募用紙に必要事項が記載されていないものは無効になります。
※応募作品は、自作・未発表のもので、同一作品または類似作品が、ほかのコンテスト等への応募また
は発表予定のないものに限ります。採用作品がすでに発表されているものと同じ、あるいは酷似し
ていることなどが判明した場合は、審査発表後であっても受賞を取り消すことがあります。
※応募に係る費用は、ご自身でご負担ください。
※応募者の個人情報の取り扱いは、作品の審査および発表の範囲内においてのみ利用します。
※受賞者の氏名と作品の説明は、市の広報およびホームページ等で公表させていただく場合があります。
応募先・問い合わせ 企画政策課 〒774ー8501 富岡町トノ町12番地３
☎22ー3429 FAX22ー6772 e-mail : kikaku@anan.i-tokushima.jp
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10月1日から市内バス路線の時刻表と
一部の停留所の名称が変更になります
1. 路線の変更は下記のとおりです
①徳島バス
橘線 徳島～日赤～南小松島駅～医療センター～
富岡～橘西⇒増便
丹生谷線 徳島～日赤～南小松島駅～長生～川口
⇒廃止
丹生谷線 羽ノ浦南～医療センター～富岡～
橘営業所～川口
⇒「医療センター～阿南駅～橘営業所～
川口」に変更し、増便
⇒「富岡経由」を「阿南駅」経由に経路に
路線変更
②徳島バス阿南
淡島線 朝夕の一部の便を除いて、
「サンアリーナ」
、
「才見
（ダイレックス阿南店付近）
」経由に
路線変更
大井線 廃止
大潟線 「打樋」経由から「ハローズ津乃峰店前」
、
「健生阿南診療所前」経由に変更

中林線 「北ノ脇～中林～中林海岸」経由から
「サンアリーナ～阿南自動車学校～中林～
北ノ脇」経由に路線変更
長生線 「長生～本庄～阿南駅」経由から
「橘～阿南二中前～桑野上～長生～南島～
医療センター～阿南駅」経由に路線変更
※一部の便は、阿南駅～橘営業所間も運行します。
2. 停留所名称の変更
①富岡中⇒玉塚
②日開野⇒中居内
3. その他
※加茂谷線、新野線、椿泊線については路線変更な
し、時刻表のみ変更
※循環バス
（ナカちゃん号）
は路線変更・時刻表変更なし
詳しくは、市ホームページをご覧ください。
https://www.city.anan.tokushima.jp/
docs/2019050700042/

問い合わせ ふるさと未来課 ☎22ー7404
詳細な運行状況については 徳島バス 橘営業所
（徳島バス阿南） ☎27ー0480

阿南市公共下水道・春日野処
理区の都市計画決定（素案）
に
関する説明会および
公聴会があります
羽ノ浦町春日野地区の約33haにおけ
る、公共下水道の都市計画決定に関する
説明会および公聴会を開催します。
◆説明会
日時 10月27日㈫ 19：00～
※新型コロナウイルスの感染状況等
により開催を延期させていただく
場合がありますので、詳しくは市
ホームページをご覧ください。
場所 春日野体育館
◆素案の縦覧
期間 10月27日㈫～11月10日㈫
（土、日、祝日を除く）
場所 まちづくり推進課
◆公聴会
日時 11月17日㈫ 14：00～
場所 春日野体育館
※公述申出は11月12日㈭ ( 必着 )
問い合わせ
まちづくり推進課 ☎22ー1596
または 環境保全課 ☎22ー3413

10月１日は「浄化槽の日」です

年１回は浄化槽の水質検査を受けましょう！
◆法定検査
 浄化槽を設置している場
合は、法 律により１年に１
回、放流水の水質検査を受
検することが義務付けられ
ています。この検査は、徳
島県知事が指定した機関
である
（公社）
徳島県環境技
術センターが実施しますので、通知があった場合は、必ず
受検してください。
 今年度は、10月21日㈬から30日㈮の期間で法定検査
を実施します。※浄化槽法改正（平成18年２月１日）
によ
り、未受検者には罰則規定が設けられています。
◆保守点検
 浄化槽の保守点検は、２～４カ月に１回以上実施しなけ
ればなりません。この保守点検を行うためには専門的な
知識や器具が必要ですので、県知事に登録した専門業者
に委託して実施してください。
◆清掃
 浄化槽の清掃は１年に１回以上実施することが義務付けら
れています。市町村長が許可した業者に委託してください。
問い合わせ

公益社団法人徳島県環境技術センター
☎088ー636ー1234 または
環境保全課 ☎22ー3413

広報
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第4回 阿南市人権教育・
啓発市民講座の中止について

中止

10月27日㈫に開催を予定していました第4回阿
南市人権教育・啓発市民講座は、新型コロナウイ
ルス感染拡大防止のため、中止とさせていただき
ます。
なお、今後の市民講座についても、新型コロナ
ウイルス感染状況により、中止となる場合がありま
す。中止となった場合は市ホームページ等でお知
らせします。
問い合わせ

人権・男女参画課

☎22ー3094

あなん消防フェア2020
開催中止のお知らせ

中止

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、今年
度に予定していました、あなん消防フェア2020の
開催は中止とさせていただきます。開催を心待ち
にされていた皆さまにとっては大変残念なお知ら
せではありますが、来場および参加される皆さまの
安全を最優先とさせていただきます。ご理解のほ
どよろしくお願いします。
問い合わせ

警防課

☎22ー3796

阿南警察署だより
STOP！あおり運転！

あおり運転に対する罰則の創
設と行政処分の整備が行われま
した。
「あおり運転をした」
「あおり運転のせいで危
険が生じた場合」には懲役または罰金、違反点数、
免許取消の処分を受けることになります。
「思いやり・ゆずり合い」の運転を！ドライブレコー
ダーの装着を！あおり運転を受けた場合は、車外に
出ることなく110番を！安全運転を心がけましょう。
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

176 件（1,366）
０人（1）
12 人（108）
269 件（2,008）
257 人（1,889）
2 件（16）

●阿南署管内令和 2 年８月分。カッコ内は 1 月からの累計。
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球場へ行こう!

10月の日程

JAアグリあなんスタジアムほか

〇第63回阿南市中学校新人野球大会
（軟式） ３日㈯
〇徳島県秋季高校軟式野球大会 11日㈰
〇第６回西日本500歳野球大会 18日㈰、24日㈯
〇ワールドマスターズ2021関西
徳島県オープン競技軟式野球大会（50歳以上）
31日㈯※阿南市選抜チーム AnanaN50出場
問い合わせ

光のまち

野球のまち推進課

☎22ー1297

ステーションプラザ

10月の催し

■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。
○手作りマスク展 ４日㈰まで
○～布で作るお花～ つまみ細工 ６日㈫～18日㈰
○みんなのハロウィン 20日㈫～11月１日㈰
■体験コーナー
✿麻紐であんどんを作りましょう✿
３日㈯ 13：00～ 【申込締切日】
２日㈮
【参加費】3,000円 【定員】
３人 【持参物】
なし
※１日では完成しないため、後日もう一度お越し
いただく必要があります。
✿ジェルキャンドルをつくりましょう ハロウィン✿
25日㈰ 13：00～ 【申込締切日】23日㈮
【参加費】2,000円 【定員】10人 【持参物】
なし
☆阿波踊り活竹人形作り体験 常時開催中☆
●いままで作ってきたものを見てもらいたい。グループで
作ってきた記念に。無料で2週間場所をお貸しします。
●教室の宣伝に。作り方を教えたいのに場所がない。
１日無料で場所をお貸しします。
問い合わせ 光のまちステーションプラザ ☎24ー3141

教育委員会定例会だより
8月定例会
（8月２4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新型コロナウイルス感染状況について
②市人権ふれあい子ども会夏季交流会について
③市同和問題講演会について
④親子干物作り教室について
⑤第36回市民平和祈念集会について
⑥今後の主な行事について
●阿南市学校臨時休業対策費助成金交付要綱につ
いて
（学校給食課）
●次回定例教育委員会の日時について
（教育総務課）
●令和2年度全町運動会の日程等について
（生涯学習課）
※定例会の日時は、市ホームページでお知らせして
います。詳しくはお問い合わせください。
問い合わせ

教育総務課

☎22ー3299

忘れていませんか
「自賠責保険・自賠責共済」
自賠責保険・共済は、全てのクルマ・バイク1台ご
とに加入が義務付けられており、加害者の賠償責
任を担保することで、被害者の基本的な賠償を保
障する制度であり、被害者の救済を目的としていま
す。
一人ひとりが、より一層自賠責制度の役割や重
要性、保険金・共済金の支払いの仕組みなどを十
分に理解・認識することがとても大切です。
自賠責保険・共済は、万一の自動車事故の際の
基本的な対人賠償を目的として、自動車損害賠償
保障法に基づき、原動機付自転車を含む全ての自
動車に加入が義務付けられており、自賠責保険・共
済なしで運行することは法令違反ですのでご注意
ください。

第45回 阿南駅伝大会
出場チーム募集
日
場
部

時 12月６日㈰ 9：15開会式 10：00スタート
所 スポーツ総合センター
門 ▶一般の部
（男女混合・男子のみ）
▶女子の部
（女子のみ）
参加資格 中学生以上の5〜10人のチーム
コース スポーツ総合センター周回コース
総距離14.8キロ
（全５区間）
距 離 １人につき２～4.1km
参加料 １チーム 5,000円
申込期間 10月5日㈪～11月6日㈮
問い合わせ スポーツ振興課

農業保険で安心経営、
収入保険申込受付中！

問い合わせ 国土交通省四国運輸局
徳島運輸支局 輸送・監査部門 ☎088ー641ー4811

令和2年度（第49回）

阿南市文化祭

☎22ー3394

農業経営収入保険は、農業者ごとの収入減少を
総合的に補てんするセーフティネットとして、自然
災害や価格低下だけでなく、農業者の経営努力で
は避けられない収入減少が補償の対象です。コロ
ナ禍による収入減少にも対応しています。
令和3年補償新規加入については、個人経営は

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
規模を縮小して開催します。
俳句大会 短歌大会 各誌上展にて開催します。
中学校音楽会 無観客にて開催します。
開催日 11月10日㈫
場 所 夢ホール
（文化会館）

12月末、法人は決算月が加入申込締切になってい
ます。また、従来の農業共済（水稲・家畜・果樹・園
芸施設「ハウス」共済）
も制度が見直され公的保険
制度として農業経営をサポートします。加入要件等
ありますのでお問い合わせください。

問い合わせ 阿南市文化祭実行委員会事務局
（文化振興課内） ☎22ー1798

問い合わせ 南部支所 ☎21ー1050 または
徳島県農業共済組合本所 ☎088ー622ー7731

22

｜

※ほぼ達成を含む

534,193千円

主な成果（平成27年度比）

29

～Ｒ ）

＊定員適正化の推進 224,559千円
＊市税の収納率の維持・向上 34,285千円
＊水道事業会計の経営の健全化 223,505千円
＊文化施設への指定管理者制度の導入 18,100千円

第５次阿南市行財政改革 （Ｈ

令和元年度の取組実績

財政効果額

第５次阿南市行財政改革における令
和元年度決算見込みに基づく取組実績
について、次のとおりお知らせします。
なお、計画ごとの実績等については、
市ホームページで公表しています。
問い合わせ 企画政策課
☎
３４２９

実施計画数 ８1項目
年度目標達成度 ８5％

3
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