会計年度任用職員
（ごみ収集作業員）
を募集します

「阿南版事業仕分け」を
傍聴しませんか
日時 １１月８日㈰ 9：30～16：30
（予定）
場所 ひまわり会館２階 ふれあいホール
内容 市が行う５つの事業について、有識者によ
る議論を参考に、市民判定人の皆さまに事
業のあり方を判定していただきます。
対象事業など、詳しくは、市ホームページを
ご覧ください。

※どなたでも傍聴することができますが、傍聴席の数に
限りがあります。
※３密を回避するため、入場制限を行う場合があります。
※ご来場の際は、マスクの着用にご協力ください。
※事業仕分けのようすは、後日、ケーブルテレビやイン
ターネットで配信します。

問い合わせ

企画政策課

☎22ー3429

役立ててみませんか「ふるさとづくり基金」
ふるさとづくり基金を活用し、自らの手で魅
力あるまちづくりを進めてみませんか。
助成対象 次の２種類があります。
▶市の活性化および地域の振興につながる営利を
目的としない市民の自発的な活動
（地域イベント・
文化活動・スポーツ行事等）
を行う団体への助成
▶海外視察研修
（本市に２年以上在住し年齢が満10
歳から49歳までの方で、視察研修の体験が地域づ
くりの実践につながると考えられる方）
への助成
申請方法および交付の決定
助 成を希望される方は、申請書（市民生活課市
民活動支援室備え付け）に必要事項を記入の
上、12月25日㈮までに提出してください。助成
の選考と金額など詳細は基金運営委員会の審
議を経て決定します。
問い合わせ

応募資格
給
与
勤務時間

平成14年12月１日以前に生まれた方
日額9,020円。通勤手当
（規定あり）
原則として月～金曜日の
7：30～16：00
（休憩60分）
採用予定 ５人程度
応募方法 履歴書
（市販のものに自筆、写真貼付）
を生活環境課へ提出してください。募集案内は、
応募期間中に生活環境課で配布します。
応募期間 11月2日㈪～9日㈪の
8：00～16：00
（土、日、祝日は除く）
選 考 日 11月11日㈬
選考内容 面接、体力テスト
場
所 環境管理事務所
※記載された個人情報等は目的以外に使用しません。
問い合わせ

生活環境課

☎22ー0001

フ

ロ

風呂の日!

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。

一般入浴料が
半額です !
11月の
休館日

2日㈪
9日㈪
16日㈪
24日㈫
30日㈪

問い合わせ かもだ岬温泉保養施設

☎21ー3030

広報

Ｑ＆Ａ

新型コロナウイルス感染症の影響により、上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。

年金相談

Ｑ

自営業を営んでお
り、国民年金に加入
しています。日本年金機構
から「社会保険料（国民年
金保険料）控除証明書」が
送られてきましたが、納付
忘れの月があることに気付
き、納めようと思います。
年内に納めれば今年分の控
除対象となりますか。

Ａ

30

26日は

かもだ岬温泉を
ご利用ください

国民年金の保険料
は全額が社会保険
料控除の対象となります。
国民年金保険料の額を証
明する控除証明書の内容
は、本年１月から９月 日
までに納付された国民年金
保険料の額と年内に納付
が見込まれる場合の納付見
込額です。この控除証明書
に記載されている保険料以
外に年内に納めている保険
料があるときは、その領収
書を添付すれば合わせて税
金の控除対象になりますの
で、控除証明書と領収書は
大切に保管してください。

問い合わせ 保険年金課
☎ ー１１１８
22

市民生活課市民活動支援室
☎24ー8061

本年12月から令和3年3月に環境管理事務
所において勤務する職員を募集します。

あなん 2020.11

8

秋季全国火災予防運動が実施されます
2020年度全国統一防火標語

その火事を 防ぐあなたに 金メダル
11月9日から15日までの７日間、
「秋季全国火災予防運動」が実施されます。この運動は、
火災が発生しやすい時季を迎えるに当たり、火災予防思想の一層の普及を図り、もって火災
の発生を防止し、高齢者を中心とする死者の発生を減少させるとともに、財産の損失を防ぐ
ことを目的として毎年全国一斉に実施されています。
これからの時期は特に空気が乾燥し、非常に火災が起こりやすくなります。暖房機器な
ど、火災の原因となるものを使用する頻度が高くなりますので、十分な確認と正しい取り扱
いをお願いします。
住宅防火いのちを守る７つのポイントを確認し、住宅火災の発生を防止してください。

●平成23年から全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。
まだ設置されていない方は早急に設置してください。
●電池の寿命は約10年となっていますので、10年経過している場合は交換をお勧めします。
問い合わせ

9
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消防本部予防課

☎22ー3799

税の納め忘れはありませんか ?
阿南市では納期内納付を推進しています
市税の納付には口座振替が便利です
口座振替は、納期ごとに指定された預貯金口座から自動的に振り替えて納める制度です。
納め忘れや金融機関等へお出かけになる必要もなくなり、お忙しい方、不在がちな方は、特
に便利です。お申し込みは、次の金融機関窓口へ。
※手続きには、最短でも1カ月半程度かかります。
【金融機関】
阿波銀行、徳島大正銀行、高知銀行、四国銀行、阿南信用金庫、四国労働金庫、
阿南農業協同組合、東とくしま農業協同組合の各店舗、徳島県信用漁業協同組合
連合会本所の各店舗、全国の郵便局
（ゆうちょ銀行）

市税の日曜窓口と延長窓口について
平日の時間内に、仕事の都合などで金融機関や市役所に行く時間が取れない方などの納
税者の利便性を高めるため、市税の納付や納税の相談を受け付けています。
※11、12月の日程のみ記載しています。令和3年1月以降も開設していますのでご利用く
ださい。
【延長窓口】
毎月第3水曜日
（～19：15） 11月18日㈬、12月16日㈬
【日曜窓口】
毎月最終日曜日
（8：30～17：00） 11月29日㈰、12月27日㈰

11月 12

県税・市町村税
月 県下一斉 徴収強化月間
催告しても納付していただけない滞納者に
対しては、財産の差し押さえなどの滞納処分を
行います。
徳島県と県内全市町村は、税の公平性を確
保し、納税者の信頼を守るため、連携して県下
一斉に徴収を強化します。
問い合わせ

税務課納税係

すマ第１４－１４３号

☎22ー1792

新型コロナウイルス感染症の影響により、上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。
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ささゆり通信第89号

11月12日から25日までは
「女性に対する暴力をなくす運動」の期間です
平成29年度に内閣府男女共同参画局が実施した
「男女間における暴力に関する調査」
（全国の20歳以
上の男女5,000人を無作為抽出し調査）
によると、回
答があった女性1,807人の「無理矢理に性交等された
被害経験の有無」は、
「１人からあった」が6.1％
（110
人）
、
「2人以上からあった」が1.7％
（31人）
でした。
加害者との関係については、配偶者・元配偶者が多
く、次いで交際相手・元交際相手、職場・アルバイト先
の関係者
（上司・同僚・取引先の相手等）
、まったく知ら
ない人、学校の関係者（教職員・先輩・クラブの指導者
等）
、兄弟姉妹（義理の兄弟姉妹含む）
、親の交際相手

（養親・継親含む）
、SNS・インターネットで知り合った人、
親と続きます。
本来、暴力は、その対象の性別や加害者・被害者の
間柄を問わず、決して許されるものではありませんが、
特に女性に対する暴力の根底には、女性の人権に対
する軽視があります。性暴力や性差別は、重大な人権
侵害であり犯罪です。
私たちは、あらゆる暴力を許さず、男女が対等なパ
ートナーとして、認め合い、互いに協力し合うことで、
安全・安心に暮らせる男女共同参画社会を実現しまし
ょう。

●女性とこどもに対する暴力防止パネル展の開催について
日時 11月12日㈭～25日㈬ 8：30～17：15
（土、日、祝日を除く）
場所 市役所１階 多目的スペース
●庁舎のパープルライトアップについて
日時 11月16日㈪～20日㈮ 17：00～20：00
 パープルライトアップは、女性に対する暴力根絶のシンボルであるパープルリボンにちなんで
実施します。女性に対するあらゆる暴力の根絶を広く呼び掛けるとともに、暴力の被害者に向け
て、
「ひとりで悩まず、まずは相談してください」というメッセージを込めています。
【女性に対する暴力】

① DV
（ドメスティックバイオレンス）
とは配偶者や、同居している、または同居してい
た恋人からの暴力です。なぐる、けるなどの身体的暴力だけでなく、どなる、暴
言を浴びせる、電話・メールを細かくチェックする、生活費を渡さない、借金させ
る、性行為を強要する、避妊に協力しないなども全てDVです。デートDV は、付
き合っている恋人
（同居はしていない）
の間で起こる暴力のことをいいます。子ど
もの前での DV は、
「面前 DV」という児童虐待です。
（相談窓口）
ぱぁとなーあなん（阿南市配偶者暴力相談支援センター） ☎24ー8111
平日 9：00～17：00
（面接相談、電話相談）
徳島県南部こども女性相談センター ☎24ー7115
平日 9：00～17：00
（電話相談）
平日 10：00～16：00
（面接相談：電話で予約）
DV 相談 +（プラス） ☎0120ー279ー889 24時間受付
メール相談もあり。ホームページからアクセス https：//soudanplus.jp
DV 相談ナビ ☎ #8008 （最寄りの相談窓口に転送します。）
DV 警察相談専用電話 ☎＃9110
（夜間・休日は当直で対応）

《重要》

緊急の場合は、
ためらわずに110番
してください。

②性的被害、性暴力とはレイプ、痴漢、ストーカー、人身取引、売買春、セクシュアル・ハラスメント、AV 出演強要・
JKビジネスなど、望まない性的行為は全て性暴力です。
（相談窓口）
性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター共通短縮番号 ☎ #8891 24時間受付
よりそいの樹とくしま南部 ☎23ー5111 24時間受付
性犯罪被害相談電話 ＃8103
（夜間・休日は当直で対応）
性暴力に関するSNS 相談「cure time（キュアタイム）」 月・水・金・土 16：00〜21：00
https://curetime.jp/
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球場へ行こう!

11月の日程

JAアグリあなんスタジアムほか

〇学童軟式野球

阿南市 B&G 海洋センター
12月のイベントのお知らせ

第３６回富岡新人大会 ７日㈯

〇ヤングリーグ阿南シティホープ（中学硬式）

電話で
お申し込み
ください。
（先着順）

兵庫県交流大会 ８日㈰
〇野球のまち阿南
第２回社会人野球大会 １４日㈯、１５日㈰
〇幼児向けティーボール体験会
（あななんアリーナ） ２１日㈯
〇徳島県高野連

体力・技術向上研修会 ２１日㈯

〇野球観光ツアー ２２日㈰、２３日㈷
〇第６２回県中学校新人大会 ２８日㈯
〇キャッチボールクラシック2020 ２９日㈰
問い合わせ

野球のまち推進課

スポーツ施設

11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

☎22ー1297

2・9・16・24・30日
4・11・18・25日

羽ノ浦総合国民体育館

2・9・16・24・30日

羽ノ浦健康スポーツランド

2・9・16・24・30日

県南部健康運動公園

4・10・17・24日

●うみてらすハワイアンダンス教室
日 時 12月5日㈯ 10：00～11：00
場 所 うみてらす北の脇2階 研修室
参加費 500円
定員 15人
講 師 わけべのりこフラスタジオ 安室英子さん
●冬の天体観測～冬の星空案内～
日 時 12月6日㈰ 18：00～20：00
場 所 うみてらす北の脇2階 研修室
北の脇海水浴場
参加費 無料
定員 20人
星空案内人 科学センター職員
●親子で体験！海辺のまなびや
（イカの解剖）
日 時 12月13日㈰ 13：00～15：30
場 所 うみてらす北の脇2階 研修室
対 象 小中学生とその保護者
参加費 無料
定員 10組
講 師 牟岐少年自然の家 海洋環境学習
アドバイザー 中島茂範さん
問い合わせ スポーツ振興課

☎22ー3394

おうちで月3万円稼ぐ Webライター講座！
インターネットを使っておうちで仕事をする「テレワーク」
。仕事の見つけ
方から、仕事に必要なライティングスキルまでトータルで学べる講座を開講します。
日

時

11月17日㈫、24日㈫、12月1日㈫、8日㈫、15日㈫
10：00～12：00
（全5回）
場
所 あなんスマート・ワークオフィス
（科学センター敷地内）
（那賀川町上福井南川渕14番地1）
こんな方におすすめの講座です。
対
象 市内在住または通勤・通学されている方
・
家事や子育ての合間におうちで仕事をし
受 講 料 無料
たい。
講
師 株式会社あわえ
・インターネットは普段からよく利用する。
持 参 物 筆記用具、ノートパソコン
・お小遣いを稼ぎたい。
申込方法 氏名、住所、連絡先を記入の上、
右記メールアドレスにご連絡ください。anan_event@awae.co.jp
申込締切日 11月13日㈮
（応募者多数の場合は先着順とします。）
参加の可否については株式会社あわえから連絡します。

問い合わせ 株式会社あわえ テレワーカー育成講座事務局 ☎0884ー70ー5831 商工観光労政課 ☎22ー3290

新型コロナウイルス感染症の影響により、上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。

広報 あなん

2020.11

12

