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特集 阿南市インキュベーションセンター

産学官で未来を切り開く
2020年阿南市10大ニュース

那賀川町出島海岸で壁画を描く今津小児童（11 月 11
1 日）
日）

新産業の創出を支援し，10年

ルーム２では、主にＡＣＥネット研究所代表の
湯城豊勝さんによる企業人教育の研究が行われ
ている。また、カボテックとお互いのネットワークを
生かして、県内企業をターゲットに企業人教育の
充実と拡充に取り組んでいる。
平成３１年４月に入所して以来、企業からの些
細な相談にも耳を傾け、アドバイスを行うなど、地
道な活動を続けてきた結果、今では多い時で、月
２回以上の人材教育に関する講演依頼を受ける
こともある。
豊富な知識や経験から繰り出される湯城さんの
多彩な言葉には、聴く人の人生を変えるほどの大
きなエネルギーがあると感じる。何歳になってもチャ
レンジする心を忘れない、湯城さんの企業人教
育による「ひとづくり」が、これからの本市産業
の支えとなることを期待してやまない。
今後は、防災・環境を主とした「まちづくり」
や退職技術者の、再就職支援活動にも取り組む
予定であり、これからの活躍にも目が離せない。

湯城豊勝さん

株式会社レーザーシステム
レーザーシステム代表取締役の土内 彰さんに
とって、阿南高専は地域の製造業に必要なエン
ジニアを供給していただく大切な教育機関との思
いがあり、同校とは、これまで積極的に連携・協
力し、共同で特許を出願するなどの実績を残して
いる。
同社の本業は、レーザー加工装置、レーザー
加工用光学エンジンの製造、販売、保守である
が、ルーム１では、阿南高専元特命教授 宇野
浩さんとの共同により、小水力発電、波力・潮
流発電の事業化に向けた研究に取り組む。
宇野さんは、伊島で波の力を利用して発電す
る波力発電の実証試験を行った実績があり、そ
の道の第一人者。今ではエース再生エナジー研
究所の代表として、営農太陽光発電や環境教育
など、さらなる研究・開発に力を注いでいる。
阿南高専との連携を重視し、新たな事業にチャ
レンジするルーム１からは、今後、本市の産業を
活性化する新たな技術開発の誕生が期待できる。

特集 阿南市インキュベーションセンター

本 市では、企 業 活 動および起 業

株式会社カボテック
合同会社ＡＣＥネット研究所

準 備 活 動の拠 点とし て、阿 南工 業

高等専門学校のキャンパス内に「阿

南 市インキュベーションセンター」

を設置しています。

インキュベーションとは、新 規 事

業 の 創 出 や 創 業 を 支 援 する サー ビ

ス・活 動 のこ と を 言い、も と も と

は 卵 を か え す「孵 化」という 意 味
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です。
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藤崎
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年 ４ 月に開 所 し た本セン

鶴羽正幸さんと自動多目的脱水機

平成

ルーム３では、本市の環境問題でもある放置竹
林を豊富な竹資源とするべく、藤崎竹資源開発
代表の藤崎 稔さんによる研究・開発が行われ
ている。令和２年１月に入所して以来、竹資源開
発の構想は次第に具体化されてきており、竹資源
一貫生産システムの確立に向け、その活動は日々
加速している。
藤崎さんの取組は、竹資源による新産業の創
出のみならず、地域の雇用や環境問題の解消など、
さまざまな分野への波及効果が期待できる。まさ
にＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）を達成してい
くための取組でもあり、産学官が共に連携する意
義は大きい。
豊富な経験と人脈を持ち、日々努力を惜しまな
い藤崎さん。「竹資源の活用法が本市で確立さ
れ、全国へ広がっていくのが、私の願い」と、
思いを語っていただいた。
その熱意ある言葉からは、そんな日が来るのも
そう遠くはないだろうと、予感させてくれる。

ターでは、これま で 産 学 官 が 共に

ルーム４では、地域で未利用の竹や水資源を
有効活用し、地域産業の活性化に寄与する研究
開発が阿南高専との産学連携で行われている。
具体的には、竹加工機や小水力発電機などの
研究・開発および販売を行っており、ルーム内には、
バンブーケミカル研究所代表で阿南高専 特命教
授の鶴羽正幸さんによって生み出された、 独
創的かつ実用的な開発商品が所狭しと並べら
れている。
その他にも技術コンサルタントやＬＥＤ応用商品
の研究など、活動の幅を広げており、将来的には、
光（ＬＥＤ）
、バイオマス（竹）
、エネルギー（発電）
による環境の持続可能性を確保する仕組みづくり
を見据えている。
同社は、阿南高専発のベンチャー企業として、
インキュベーションセンター開設当初から入所し、
これまで数々の特許出願と、その技術による事業
化の実績を残している、いわば本センターの顔。
これからもその活動により、本市産業の振興に貢
献していただけることは、間違いない。

連携し、新製品・新技術の研究開

藤崎竹資源開発

発やベンチャー企業の育成を行い、

特 許を出 願 するなどの実 績を残し

株式会社バンブーケミカル研究所
☎22-3401
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てきました。

合同会社ACEネット研究所

新 しい事 業 を 始 める時、最 初は

㈱レーザーシステム
㈱レーザーシステム

アイ デ ア だ け か も し れ ま せ ん。ビ

ルーム①
ルーム①

事務室

ジネスの卵 を 支 援 し 育 て今 年 で

藤崎竹資源開発
藤崎竹資源開発
㈱カボテック
㈱カボテック
合同会社 ACEネット
研究所
ルーム②

周年を迎える「阿南市インキュベー

ルーム②

ションセンター」。新 規 事 業を志 す

ルーム③
ルーム③

人たちにとって、これからもその役

（女）

割は重要です。

㈱バンブーケ
ミカル
㈱バンブーケミカル研究所
研究所

（男）

トイレ

現 在、新 産 業の創 出や新 技 術の

ルーム④
ルーム④

開 発に日 々 取 り 組 まれている、入

トイレ

廊下

所者の方々をご紹介します。

産学官で未来を切り開く

土内 彰さん（左）
と管理部の植田吏加さん（右）
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シンポジウム
「古の採掘遺跡サミット」開催

工地地区命山津波避難施設が完成
月

３月

10

日

17

本年は、世界各地で新型コロナウイルス感染症が急速に拡大し、人々のくらし
国史跡「若杉山辰砂採掘遺跡」の整備と活用を考える
シンポジウム、「古の採掘遺跡サミット」を文化会館夢
ホールにて開催。同様に採掘遺跡をもつ他の自治体担
当者から、遺跡の保存活用について発表いただき、また
首長によるパネルディスカッションを実施しました。

南海トラフ巨大地震・津波に備え、那賀川町工地地区
に命山津波避難施設が３月に完成しました。避難スペー
スは360㎡、あずまや、マンホールトイレやソーラー式
照明灯などを設置。災害時には地域住民の避難施設と
なる一方で、普段は憩いの場としてご利用いただけます。

阿南市版ふるさと納税の
運用開始

出前市長を実施

３月
日

日

日

一般国道55号「阿南道路」の那賀川大橋が４車線化さ
れました。朝夕の慢性的な交通渋滞の解消により通勤時
間等の短縮に加えて、輸送の定時性・信頼性も向上し、
辰巳工業団地をはじめとする県南地域の企業活動の活
性化にも寄与しています。

徳島駅伝で阿南市チームが
13年ぶりに準優勝
１月４日

３月
19

日

日
令和元年から実施している国による３～５歳児の幼児教
育・保育無償化に引き続き、０～２歳児の無償化に向
け、本市独自で10月から先行して２歳児の保育料を完
全無償化しました。阿南市を担う子どもたちに対する
「未来への投資」として、子育て世帯を支援します。

緊急事態宣言を受け、本市では４月８日に新型コロナウ
イルス感染症対策本部を設置。また、影響を受けた地
域の再活性化を目的に、
「プレミアム付き商品券の発行」
「学生応援プロジェクト」「お弁当プロジェクト」などを
実施し、新型コロナ対策に取り組んでいます。

１人当たり市町村民所得
９年連続県内第１位
月１日

月
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コロナに負けない
新型コロナ対策を実施

一般国道55号「阿南道路」の４車線化

２歳児保育料を無償化
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やかにお過ごしになられますよう、心からご祈念を申し上げます。

将来（10年後、20年後）の「阿南市のあるべき姿」や
「マチづくり」などについて市民と共有、協働を図ること
を目的とし、表原市長自らが市内で活動しているグルー
プ等のもとへ足を運び、意見交換を行う「出前市長」を
４月から実施しています。（11月時点で10回開催）

SUPを生かしたまちづくり
初のレースを開催

5

の皆さまの10大ニュースはどのようなことでしたか。ウイズコロナの中にも健

14

23

SUP（スタンド・アップ・パドルボード）を活用した地
域振興に取り組んでいます。国内トップ選手を招聘した
レース「SUP TOWN ANAN CUP 2020」を初開催
し、全国から約120人の選手が参加。将来的にSUPレ
ース国際大会の誘致をめざします。

阿南市10大ニュース」の選考会が行われ、次の10項目を選定しました。市民

４月

月

10

阿南市独自のふるさと納税を10月から運用開始しまし
た。環境保全や啓発活動、環境配慮商品の開発等に取
り組む市内事業者を、ふるさと納税の返礼品取扱事業
者として登録。「自然環境の保全」と「産業の振興」と
の両立を図り、持続可能な社会づくりを実現させます。

に多大なる影響を与えました。この１年を振り返り、去る11月２日に「2020年

徳島県から「平成29年度市町村民経済計算推計結果」
が公表され、阿南市の１人当たり市町村民所得は4,081
千円（対前年度増加率11.0％）で、平成21年度から９
年連続で県内第１位となりました。

１月４日～６日の３日間、16郡市対抗の第66回徳島駅
伝が行われました。合計43区間、256.9㎞で実施。阿
南市チームは、初日から上位争いを演じ、最終日に３
位、４位と奮闘。最終区で、鳴門市、板野郡チームを
抑え、平成19年以来13年ぶりの準優勝に輝きました。
広報 あなん
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令和３年４月採用予定の
学校教育支援員①
業務内容

 南市立の小学校および中学校での児
阿
童・生徒の指導等
勤務時間 ８
：00～16：45の間で７時間
応募資格 小学校・中学校・高等学校・特別支援学校
のいずれかの教員免許状を有する方
※令和３年３月31日までに取得見込可
給与等
日額8,071円
採用予定人員 業務の必要に応じて採用します。
申込方法 市販の履歴書
（自筆・写真貼付）
に教員免
許状
（更新講習修了の方は確認証明書）
、
または資格取得見込み証明書の写しを添
えて学校教育課へ提出してください。
申込期間 12月７日㈪～18日㈮ 8：30～17：15
※土、日曜日は除く
試験内容 面接試験
試験日
令和3年１月17日㈰
試験場所 市役所
問 学校教育課 ☎22ー3390

学校教育支援員②
業務内容

 南市立の小学校および中学校での児
阿
童・生徒の指導等
勤務時間 ８
：00～16：45の間で７時間
応募資格 児童・生徒の教育支援等ができる方
給与等
日額6,472円
採用予定人員 業務の必要に応じて採用します。
申込方法 市販の履歴書
（自筆・写真貼付）
を学校教
育課へ提出してください。
申込期間 12月７日㈪～18日㈮ 8：30～17：15
※土、日曜日は除く
試験内容 面接試験
試験日
令和3年１月17日㈰
試験場所 市役所
問 学校教育課 ☎22ー3390

幼稚園助教諭
①幼稚園助教諭
（フルタイム）
業務内容 阿南市立幼稚園教諭補助業務、預かり
保育業務
勤務時間 ８
：45～17：30
（７時間45分）
応募資格 幼稚園教諭免許状を有する方
※令和３年３月31日までに取得見込可
給与等
月額160,100円～165,900円
採用予定人員 若干名
②幼稚園助教諭
（パートタイム）
業務内容 阿 南市立幼稚園教諭補助業務、特別
支援教育支援業務、預かり保育業務
勤務時間 ⑴８
：30～14：00 ⑵12：00～17：30
の間で5時間15分
※⑴⑵のいずれかの勤務となりますが、園により時
間が異なる場合があります。
応募資格 a幼稚園教諭免許状または保育士資格を
有する方※令和３年３月31日までに取
得見込可
b 園児の教育支援等ができる方
給与等
a 日額5,319円
b 日額4,854円
採用予定人員 20人程度 ※令和3年度の園児
数により変更があります。
〈①・②共通事項〉
申込方法 市 販の履歴書（自筆・写真貼付）
に、有資
格者は免許状
（証）
の写し等を添えて学校
教育課へ提出してください。
申込期間 12月７日㈪～18日㈮ 8：30～17：15
※土、日曜日は除く
試験内容 面接試験
試験日
令和3年１月17日㈰
試験場所 市役所
問 学校教育課 ☎22ー3390

ICT 支援員
業務内容

 南市立幼稚園、小学校、中学校での IT
阿
機器活用指導等
勤務時間 ８
：30～16：30
（７時間）
応募資格 IT 機器に堪能な方
給与等
日額8,071円
採用予定人員 １人
申込方法 市販の履歴書
（自筆・写真貼付）
を学校教
育課へ提出してください。
申込期間 12月７日㈪～18日㈮ 8：30～17：15
※土、日曜日は除く
試験内容 面接試験
試験日
令和3年１月17日㈰
試験場所 市役所
問 学校教育課 ☎22ー3390
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会計年度任用職員を
募集します
※試験案内は申込期間中に担当課で配布します。

※いただいた個人情報は、目的以外には使用しません。

保育所保育士・看護師
業務内容 阿南市立保育所、こどもセンター保育業務
勤務時間
フルタイム
8：30～17：15
（7時間45分）
※早出、延長対応有
パートタイム 7：30～19：00の間で4時間
応募資格 保育士資格、幼稚園教諭免許、看護師免
許または准看護師免許を有する方
※令和３年３月31日までに取得見込可
給与等
フルタイム
月額160,100円～165,900円
パートタイム 日額4,052円
申込方法 市販の履歴書
（自筆・写真貼付）
に資格証
または免許状
（証）
の写し等を添えてこど
も課へ提出してください。
申込期間 12月7日㈪～18日㈮ 8：30～17：15
※土、日曜日は除く
試験内容 面接試験
試験日
令和３年1月17日㈰
試験場所 市役所
問 こども課 ☎22ー1593

学校図書館サポーター
業務内容

 南市立の小学校および中学校での学校
阿
図書の整理・貸出・読書の啓発等に従事
勤務時間 ８
：00～14：00の間で４時間
応募資格 司書もしくは司書補の資格または教員免
許状を有する方
※令和３年３月31日までに取得見込可
給与等
日額3,812円
採用予定人員 業務の必要に応じて採用します。
申込方法 市販の履歴書
（自筆・写真貼付）
に司書も
しくは司書補の資格または教員免許状
（更
新講習修了の方は確認証明書）
、または
資格取得見込み証明書の写しを添えて学
校教育課へ提出してください。
申込期間 12月７日㈪～18日㈮ 8：30～17：15
※土、日曜日は除く
試験内容 面接試験
試験日
令和3年１月17日㈰
試験場所 市役所
問 学校教育課 ☎22ー3390

その他の条件
・期末手当の支給は、勤務日数等の要件によります。
・通勤費を市の規定に基づいて支給します。
・休日は原則、土、日、祝日ですが、職場によって異なります。
・年次有給休暇等を市の規定に基づき付与します。
・勤務日数等により、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入します。
・給与等は、11月1日現在のものであり、給与改定等により変更する可
能性があります。

保育所調理員・保育所用務員
①保育所調理員
業務内容 阿南市立保育所、こどもセンター給食
調理業務
勤務時間 8：30～17：00
（7時間30分）
給与等
日額7,020円～7,751円
②保育所用務員
業務内容 阿南市立保育所、こどもセンターの保
育を除く業務
勤務時間 8：30～16：30
（７時間）
給与等
日額6,871円～7,105円
〈①・②共通事項〉
採用予定人員 業務の必要に応じて採用します。
申込方法 市販の履歴書
（自筆・写真貼付）
をこども課
へ提出してください。
申込期間 12月７日㈪～18日㈮ 8：30～17：15
※土、日曜日は除く
試験内容 面接試験
試験日
令和３年１月24日㈰
試験場所 富岡公民館
問 こども課 ☎22ー1593

学校用務員
業務内容

 南市立幼稚園、小学校、中学校等にお
阿
ける学校用務
勤務時間 8：00～16：30の間で７時間
給与等
日額6,871円～7,105円
採用予定人員 業務の必要に応じて採用します。
（令和２年度実績：26人）
申込方法 市販の履歴書
（自筆・写真貼付）
を教育総
務課へ提出してください。
※試験案内は申込期間中に市ホームペー
ジに掲載します。
申込期間 12月15日㈫〜28日㈪
8：30～17：15 ※土、日曜日は除く
試験内容 面接試験
試験日
令和3年１月31日㈰
試験場所 市役所
問 教育総務課 ☎22ー3299
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勤労青少年ホーム職員
業務内容

公民館職員

 労青少年ホームでの事業・運営・各種会
勤
計に関する事務
勤務時間 13：00～21：00のうち７時間
週21時間
（３日）
給与等
日額6,671円
採用予定人員 業務の必要に応じて採用します。
（令和2年度実績：2人）
申込方法 市販の履歴書
（自筆・写真貼付）
を生涯学
習課へ提出してください。
申込期間 令和3年1月12日㈫～22日㈮
8：30～17：15
※土、日曜日は除く
試験内容 面接試験
試験日
令和3年1月31日㈰
試験場所 市役所
※勤労青少年ホームの所在地は、那賀川町苅屋357
番地1
（那賀川社会福祉会館内）
です。
問 生涯学習課 ☎22ー3391

業務内容

不登校支援生活指導員・適応指導教室指導員

業務内容

業務内容

 応指導教室
適
（ふれあい学級）
での不登校
児童・生徒の自立支援、支援を要する児
童・生徒の指導および就学児童状況調査
等
勤務時間 8：30～16：30
（７時間）
応募資格 小学校または中学校の教員免許状を有す
る方
※令和３年3月31日までに取得見込可
給与等
日額8,071円
採用予定人員 若干名
申込方法 市販の履歴書
（自筆・写真貼付）
に教員免
許状
（更新講習修了の方は確認証明書）
、
または資格取得見込み証明書の写しを添
えて教育研究所へ提出してください。
申込期間 12月７日㈪～18日㈮ 8：30～17：15
※土、日曜日は除く
試験内容 面接試験
試験日
令和3年１月17日㈰
試験場所 市役所
問 教育研究所 ☎22ー3395
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 内公民館での事業・運営に関する事務、
市
館の管理等の業務
勤務時間 ①9：00～15：00の間で5時間
②9：00～12：00
（３時間）
給与等
①日額4,765円
②日額2,859円
採用予定人員 業務の必要に応じて採用します。
（令和2年度実績：①6人②2人）
申込方法 市販の履歴書
（自筆・写真貼付）
を生涯学
習課へ提出してください。
申込期間 令和3年1月12日㈫～22日㈮
8：30～17：15 ※土、日曜日は除く
試験内容 面接試験
試験日
令和3年1月31日㈰
試験場所 市役所
問 生涯学習課 ☎22ー3391

児童館指導員・代替指導員
 童館へ来館する児童への遊びの指導、
児
イベント時のポスターやおもちゃの製作、
児童館母親クラブに関する各種事務
勤務時間 火～金曜日13：30～17：30
（４時間）
土曜日9：00～17：00
（７時間）
応募資格 次のア～エのうちいずれかに該当する方
ア 保育士、幼稚園、小学校、中学校、高校教員の
いずれかの免許を有する方
イ 社会福祉士の資格を有する方
ウ 大卒で社会福祉学、心理学、教育学、社会学、
芸術学、体育学科のいずれかを終了した方
エ 高 卒以上で、児童・社会福祉施設での勤務経
験が２年以上ある方
※令和３年３月31日までに取得見込可
給与等 日額6,472円
（４時間勤務3,698円）
※代替指導員は月５日以内の勤務となります。
採用予定人員 業務の必要に応じて採用します。
（令和２年度実績：指導員10人、代替
指導員１人）
申込方法 市 販の履歴書（自筆・写真貼付）
に、応募
資格のア〜エが確認できる証明書を添え
て生涯学習課へ提出してください。
申込期間 令和3年１月12日㈫～22日㈮
8：30～17：15 ※土、日曜日は除く
試験内容 面接試験
試験日
令和3年１月31日㈰
試験場所 市役所
問 生涯学習課 ☎22ー3391

学校給食調理員等
給与等
①学校給食調理
市内の学校給食施設および学校給食センターにおい ①⑤日額6,552円～7,234円
②日額3,744円～4,133円
て、勤務する給食調理員
③日額7,606円～8,071円
②学校給食調理
（短時間）
市内の学校給食センターにおいて、勤務する給食調理員 ④日額3,837円
⑥日額6,671円
③学校給食栄養士
※⑤は、勤務日数等によっては期末手当なし。
市内の学校給食センターにおいて、勤務する栄養士
採用予定人員 業務の必要に応じて採用します。
（調理業務もあり）
（令和2年度実績：①41人程度
②8人程度
④学校給食配送員
③1人程度
④2人程度
市内の学校給食センターにおいて、勤務する配送員
⑤18人程度
⑥1人程度）
⑤学校給食代替調理
を学校給食
市内の学校給食施設および学校給食センターにおい 申込方法 市 販の履歴書（自筆・写真貼付）
て、月１０日以内勤務する給食調理員
課へ提出してください。
⑥施設管理業務員
申込期間 12月7日㈪～18日㈮ 8：30～17：15
市内の学校給食センターにおいて、勤務する業務員
※土、日曜日は除く
試験内容 面接試験
〈①～⑥共通事項〉
試験日
令和３年1月24日㈰
試験場所 市役所
勤務時間
①⑤7：30～16：00の間で7時間
問 学校給食課
②8：00～12：00
（4時間）
（見能林町南勘高２番地中央学校給食センター内）
③8：00～16：00
（7時間）
☎22ー0362
④10：00～14：30の間で４時間
⑥8：00～16：30の間で7時間

阿南市人権ふれあい子ども会指導員
業務内容

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 稚園・小学校・中学校・高等学校・特別
支援学校教員の免許状もしくはこれらに
準ずる資格を有する方
※令和3年３月31日までに取得見込可
勤務時間 １日７時間勤務
給与等
日額8,071円
採用予定人員 業務の必要に応じて採用します。
申込方法 市販の履歴書
（自筆・写真貼付）
に教員免
許状または資格証の写し
（資格証取得見
込み証明書も可）
を添えて人権教育課へ
提出してください。
申込期間 12月７日㈪～18日㈮ 8：30～17：15
※土、日曜日は除く
試験内容 面接試験
試験日
令和３年１月17日㈰
試験場所 市役所
問 人権教育課 ☎22ー3392

教育集会所業務員・活動指導員
①教育集会所業務員
業務内容 教育集会所の管理業務
勤務時間 １日４時間勤務
報酬等
日額3,349円
採用予定人員 業務の必要に応じて採用します。
（令和2年度実績：13人）
②教育集会所活動指導員
業務内容 教育集会所の活動指導業務
勤務時間 １日６時間勤務
報酬等
日額5,718円
採用予定人員 業務の必要に応じて採用します。
（令和2年度実績：5人）
〈①・②共通事項〉
申込方法 市販の履歴書
（自筆・写真貼付）
を人権教
育課へ提出してください。
申込期間 12月７日㈪～18日㈮ 8：30～17：15
※土、日曜日は除く
試験内容 面接試験
試験日
令和３年１月31日㈰
試験場所 市役所
問 人権教育課 ☎22ー3392
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公益財団法人 藤田育英会
理事長 中道和生様から
大野小学校教育環境充
実のための資金として

以上、ご寄贈いただき
ありがとうございました。

休日のマイナンバーカー
ドの受け取りについて

なっています。
休日は、第１・第２日曜日
に受け取り窓口を開設してい
ますが、申請の増加に伴い他
の土、日曜日も開設している
場合がありますので、お問い
合わせください。
※令和３年１月３日㈰は開設
されませんので、ご注意く
ださい。
問い合わせ 市民生活課
☎
１１１６

☎22ー3796

警防課

問い合わせ

Ｑ＆Ａ

10
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年金相談

Ｑ

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。

Ａ

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（☎０８８ ー６５２ ー
１５１１）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）
を令和２年１月１日から
９月 日までの間に納付
された方は、控除証明書
が令和２年 月上旬に日
本年金機構から送付され
ています。
また、令和２年 月１
日から 月 日までの間
に今年初めて国民年金保
険料を納付された方は、
令和３年２月上旬に送付
されます。
問い合わせ 保険年金課
☎ ー１１１８

10

令和3年 阿南市消防出初式
中止のお知らせ

新型コロナウイルス感染症
の影響により、世帯の主たる
生計維持者の収入が一定程度
減少した世帯に対する減免制
度があります。
対象となる保険税 令和元年
度分および令和２年度分の保
険税であって、令和２年２月
１日から令和３年３月 日ま
での間に納期限等が設定され
ている保険税。
要件等がありますので、市
ホームページをご覧いただく
か、お問い合わせください。
問い合わせ 税務課諸税係
☎
１１１４

11

31

おくりもの
阿南市へ
●１００万円
阿南信用金庫
理事長 佐竹義治様から
新型コロナウイルス感染
症対策のため
● 飛沫飛散防止パネル７台
（那賀川図書館に設置）
有限会社遠藤産業
代表取締役 遠藤弘樹様から

新型コロナウイルス感染
症の影響による国民健康
保険税の減免について

12

②科学指導員
業務内容 科学センターで実施する小中学生への理
科学習
（天文分野を除く）
指導および実験
指導。科学イベントなどの企画事業。
報酬 日額7,092円 採用予定人員 １人

マイナンバーカードの受け
取りは、交付通知書（はがき）
でご案内しています。受け取
りには、事前の予約が必要と

30

22

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和３年1
月10日に予定していました令和３年阿南市消防出初式
の開催は中止とさせていただきます。来場者の皆さま
および参加者の健康と安全を最優先に考え、中止にす
ることとしました。ご理解のほどよろしくお願いします。

31

①専門指導員
業務内容 科学センターで実施する主に天文事業お
よび小中学生への理科学習指導。
報酬 日額8,071円 採用予定人員 １人

新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため
●３００万７３７１円
下大野町

22

中止
22

｜

〈①・②共通事項〉
勤務時間 8：30～16：30
（７時間）
※イベント等により、22：00までの勤務や、
土、日、祝日の出勤あり。
応募資格
理系の４年制大学を卒業し、専門指導員は理科の教
員免許または学芸員資格を有する方。科学指導員は
理科の教員免許を有する方。または令和３年３月31
日までに卒業、もしくは資格取得見込みの方。
前項の条件を満たし、一般来館者や児童・生徒に対
応できる天文学または科学の知識を有する方。
申込方法 科学センターホームページをご覧ください。
申込期間 12月８日㈫～令和３年１月10日㈰
※休館日は除く
試験内容 面接試験
試験日
令和３年１月17日㈰
試験場所 市役所
問 科学センター ☎42ー1600
｜

科学センター専門指導員・科学指導員

eLTAX（エルタックス）または
光ディスク等による
給与支払報告書等の
提出について

令和３年度
（令和２年分）
給与支払報告書の提出について
給与支払者は、前年分の給与について、給与の支払を
受けている方の１月１日現在
（中途退職した方については
退職日現在）
の住所地の市町村へ給与支払報告書を提
出していただくことになっています。
給与支払報告書
（個人別明細書）
を受給者１人につき２
部
（正・副）
、総括表と併せて提出していただきますようお
願いします。
なお、普通徴収とする従業員がいる場合は、
「普通徴
収該当理由書」の提出が必要です。
（普通徴収該当理由
書の様式は県または市ホームページからダウンロードで
きます。）
提出期限 令和３年２月１日㈪
※提出期限厳守
（期限間際は大変混み合いますので早め
のご提出をお願いします。）
問い合わせ

税務課

☎22ー1114

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う

中小事業者等に対する
固定資産税の軽減措置

本市に償却資産および事業用家屋を所
有しており、かつ新型コロナウイルスの影
響で事業収入が減少している中小事業者
等に対し、令和３年度の固定資産税を軽減
します。
軽減対象資産 中小事業者等の所有する償
却資産および事業用家屋。なお、土地およ
び事業用でない家屋は対象になりません。
軽減率 令和２年２月～１０月までの任意の
連続する３カ月間の事業収入の対前年同
期比減少率が５０％以上は全額免除、
３０％
以上５０％未満は２分の１に軽減されます。
必要 書類 認定経営革新等支援機関等※
が確認した申告書の原本および同機関
に提出した書類一式のコピー
（収入減を
証明する書類、軽減対象家屋の事業用
割合を示す書類など）
※税 理士、中小企業診断士、商工会議
所、金融機関など
受付期間 令和３年１月４日㈪～２月１日㈪
郵送の場合は２月１日
（消印有効）
受付場所 税務課
※詳しくは、市ホームページをご覧ください。
問い合わせ 税務課固定資産税第二係 ☎22ー1114
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令和２年４月１日から、大法人
（資本金が1億
円超の法人等）
が行う法人住民税および法人
事業税の申告は、eLTAX による提出が義務
化されています。
また、令和３年１月１日以降に提出する給与
支払報告書については、前々年における源泉
徴収票の税務署への提出枚数が100枚以上
（改正前：1,000枚以上）
であるときは、eLTAX
または光ディスク等により提出するよう、提出
義務基準が引き下げられました。対象となる
事業所におかれましてはご対応ください。
問い合わせ

税務課

☎22ー1114

固定資産税について
■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価格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。
 なお、令和３年度は固定資産の評価替えのため、評価
基準等が見直されます。
■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。
■新築家屋の評価について
 令和２年１月２日以降に新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
 令和３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、令和
３年１月１日現在、所有している資産について、２月１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

税務課固定資産税担当

☎22ー1114

市営住宅への入居者を募集します
◆申込資格等 次の①～④に全てに該当する方
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
⑤車いす専用住宅の入居については、両下肢、体幹、
もしくは、移動機能等の障がいの程度が3級以上
で、現に車いすを常用する必要がある方を含む世帯
◆申し込みに必要な書類
①市営住宅使用申込書
（印鑑が必要となります。）
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し込みがある場合は
抽選により決定します。
④不正な申し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、申し込み後、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、その申し込みを無効とします。

問い合わせ

⑤受付日に申し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、先着順で申し込みを
受け付けます。
◆受付日時  12月3日㈭、4日㈮ 9：00～17：00
◆抽選日   12月10日㈭、11日㈮
※抽選がある場合のみ
◆入居予定日 令和3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、詳しくは、お問い合わせください。

住宅課

一般募集住宅
住宅名

所在地

戸数

間取り

中川原

横見町中川原

１

２LDK

中川原

横見町中川原

１

２DK

宝

田

宝田町川原

１

２DK

西

方

長生町西方

１

２DK

西

方

長生町西方

１

２LDK
車いす専用住宅

橘

橘町幸野

１

３DK

橘

橘町幸野

１

２LDK

那賀川町赤池

１

３DK

羽ノ浦町春日野

２

２DK

赤

池

春日野

☎22ー3431

地域優良賃貸住宅の入居者を募集します
◆受付日時 12月3日㈭、4日㈮ 9：00～17：00
◆受付場所 市役所5階 住宅課
◆抽選日
12月11日㈮ ※抽選がある場合のみ
◆入居予定日 令和3年2月1日㈪
※申込資格等、申し込みに必要な書類など条件・制約がありますので、詳しくは、お問い合わせください。

募集住宅
名

称

伊島若者定住促進住宅

所在地

戸数

間取り

家賃月額

敷金

伊島町瀬戸25番地・26番地

2

3LDK

47,000円

141,000円

問い合わせ

住宅課

☎22ー3431
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中止

第24回 阿南市人権フェス
ティバル中止のお知らせ

12月に開催を予定していた第24回阿南市人権
フェスティバルは、新型コロナウイルス感染防止の
ため中止させていただきます。

展示

令和２年度 人権啓発標語・
ポスターおよび人権作文の
優秀作品、人権絵はがき作
品の展示を行います

国際連合は世界人権宣言が採択された12月10
日を「人権デー」と定めました。人権週間
（12月4日
から12月10日まで）
を含む次の期間に、市内の児
童・生徒から応募のあった人権啓発標語・ポスター
等の展示を行いますので、ぜひご覧ください。
日時 12月１日㈫～11日㈮
（土、日曜日を含む）
9：00～17：00
場所 市役所２階 市民交流ロビー ※土、日曜
日については、庁舎地下駐車場は閉鎖されてい
ます。※各日先着50人にエコバッグの配布あり。
※10日㈭は人権擁護委員による啓発物品の配
布あり。
（なくなり次第終了）
問い合わせ

人権・男女参画課

☎22ー3094

第５回 阿南市人権教育・啓発市民講座
日時

12月22日㈫
14：00～15：30
（受付13：00〜）
場所 文化会館 ホール
演題 コロナと居場所 こども食堂の取り組みから
講師 全国こども食堂支援センター・むすびえ
理事長 湯浅 誠さん
※新型コロナウイルス感染防止のため、託児はあ
りません。参加者はマスクを着用してください。
※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

人権・男女参画課

☎22ー3094

阿南市人権施策基本方針推進状況及び
阿南市男女共同参画推進条例に基づく
施策の推進状況（令和元年度事業実績）を公表します
人権・男女参画課、各住民センター、各支所、各
公民館、各隣保館、各教育集会所でそれぞれ閲覧
できます。
閲覧期間 12月15日㈫～令和3年3月31日㈬
8：30～17：15※土、日、祝日、振替休日、
12月29日～翌年1月3日を除く。
問い合わせ

人権・男女参画課

☎22ー3094

阿南駅東口駐車場（24時間営業）をご利用ください
阿南駅の東側に24時間営業の市営駐車場を設置しています。
阿南駅東口にある商工業振興センター前からは、
「大阪便」および「東京便」の高速バスが
運行していますので、高速バスを利用してお出かけするときは、阿南駅東口駐車場をご利用く
ださい。また、汽車や路線バスなどの公共交通機関をご利用の際や阿南駅前商店街でお買い
物をする際にも、ぜひ阿南駅東口駐車場をご利用ください。
場所 日開野町西居内
（商工業振興センター東側）
利用可能台数 37台
駐車料金 500円 /24時間
※お支払いは10円、50円、100円、500円硬貨および
1,000円札でお願いします。5,000円札や10,000
円札などが使用できませんので、ご注意ください。

みなさまのご利用を
お待ちしています！

24時間入出庫可能
問い合わせ まちづくり推進課
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☎22ー1596

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。

第３次阿南市環境基本計画（素案）についての
パブリックコメント（意見公募）を実施します
本市では、環境保全に関する施策を計画的に推進するため、環境行政の基本指針となる「第

３次阿南市環境基本計画
（素案）
」を作成しましたので、市民等の皆さまのご意見をお聞かせ
ください。

募集期間 12月１日㈫～28日㈪
意見書様式 市ホームページに掲載している意見書様
公表資料 第３次阿南市環境基本計画
（素案）
式または公表場所に備え付けの意見書様式
（任意の
公表場所 市ホームページ、市役所２階環境保全課、
様式も可）
各支所・住民センター
提出方法 意見書様式にご意見、氏名、住所、電話番
意見を提出できる方 市内に住所を有する方、市内の
号等を記入の上、環境保全課に持参、郵送または電
事務所または事業所に勤務する方、市内に事務所ま
子メールで提出してください。なお、電話や口頭で
たは事業所を有する個人または法人その他の団体、
の受付はしませんのでご注意ください。
市内の学校に在学する方、上記の他、パブリックコメ 意見の公表 提出されたご意見は、その内容
（個人情
ント手続に係る事案に利害関係を有する方
報は除く）
を整理して公表します。ご意見に対しての
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 環境保全課 ☎22ー3413
〒774‐8501 富岡町トノ町12番地3 e-mail：kankyou@anan.i-tokushima.jp

阿南市風力発電ゾーニング実証事業報告書（素案）に
ついてのパブリックコメント（意見公募）を実施します
本市海域は、風況がよく、洋上風力事業者から相談が寄せられていることから、環境保全と

産業発展の両立による地域振興を目的として、環境省委託事業である「風力発電に係るゾー

ニング実証事業」を平成30年度から令和２年度にかけて実施し、
「阿南市風力発電に係るゾー
ニング実証事業報告書
（素案）
」を作成しましたので、市民等の皆さまのご意見をお聞かせくだ

さい。

募集期間 12月11日㈮～令和３年１月８日㈮
意見書様式 市ホームページに掲載している意見書様
公表資料 阿南市風力発電ゾーニング実証事業報告
式または公表場所に備え付けの意見書様式
（任意の
書
（素案）
様式も可）
公表場所 市ホームページ、市役所２階環境保全課、 提出方法 意見書様式にご意見、氏名、住所、電話番
各支所・住民センター
号等を記入の上、環境保全課に持参、郵送または電
意見を提出できる方 市内に住所を有する方、市内の
子メールで提出してください。なお、電話や口頭で
事務所または事業所に勤務する方、市内に事務所ま
の受付はしませんのでご注意ください。
たは事業所を有する個人または法人その他の団体、 意見の公表 提出されたご意見は、その内容
（個人情
市内の学校に在学する方、上記の他、パブリックコメ
ント手続に係る事案に利害関係を有する方

報は除く）
を整理して公表します。ご意見に対しての
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 環境保全課 ☎22ー3413
〒774‐8501 富岡町トノ町12番地3 e-mail：kankyou@anan.i-tokushima.jp
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水道管の冬じたくを！

ビニール
テープ
給水管

保温材
布や保温材を２㎝ くらいの厚さに
巻きビニールテープを巻いて
水ぬれを防ぐ

夜の冷え込みにご注意を
気温が氷点下になると、防寒のできていない水道管は
凍ったり破裂したりします。
「むき出しの水道管」
、
「北向き
にある水道管」
、
「風がよく当たる水道管」は、早めに手当
てしましょう。
水道管が破裂したとき
水道メーターボックス内にあるバルブを閉めて水を止め、
破裂した部分に布やテープなどで応急手当てをして、市指
定上下水道工事店協同組合
（☎22ー7608）
または阿南市
指定給水装置工事事業者に修理を依頼してください。
水道が凍って水が出ないとき
タオルをかぶせ、その上からぬるま湯をゆっくりかけて
溶かしてください。熱湯をかけると破裂することがありま
すので、ご注意ください。
防寒の方法
▶保温材を巻きます。蛇口付近は破裂しやすいので、完
全に包んでください。
▶保温材には毛布や布などを利
用してください。また、保温材
がぬれないようにビニールを
巻いてください。
▶水道メーターボックス内に毛布
や布切れなどを入れて、ふた
の上にダンボールを乗せるな
どして保温してください。
問い合わせ

水道課

☎22ー3295

阿南警察署だより
不法投棄はやめましょう

廃棄物を投棄した場合、５年以下の懲役
もしくは1,000万円以下の罰金に処されま
す。
「ごみに出すのが面倒だ」
「捨ててもばれ
ないだろう」などの安易で無責任な気持ち
が、美しい自然や町を汚
しています。不法投棄は
絶対にやめましょう。

留守番電話で詐欺防止

特殊詐欺の犯人は、電話で時間の余裕を
与えずに決断を迫り、冷静な判断ができな
い状況を作ります。そこで、在宅時であって
も留守番電話にし、犯人と直接対話しない
ようにしましょう。留守番電話に設定すれ
ば、ほとんどの場合、犯人は黙って電話を切
ります。
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

184 件（1,694）
０人（1）
23 人（138）
241 件（2,457）
238 人（2,325）
3 件（19）

●阿南署管内令和 2 年 10 月分。カッコ内は 1 月からの累計。

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
文化会館

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。

※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 ー 1111

12月29日㈫～１月３日㈰

22 ー 0587
21 ー 0808

情報文化センター

44 ー 5000

阿波公方・民俗資料館

42 ー 2966

環境啓発センター

12月28日㈪～１月４日㈪

49 ー 5820

光のまちステーションプラザ

24 ー 3141

ひまわり会館

23 ー 6600

葬斎場

12月30日㈬、１月１日㈷～２日㈯

22 ー 0623

公方の郷なかがわ（道の駅）

12月31日㈭、１月１日㈷

21 ー 2631

※スポーツ施設は 16 ページ、科学センターは 19 ページ、市立図書館は 21 ページをご覧ください。
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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。

球場へ行こう!

教育委員会定例会だより

12月の日程

JAアグリあなんスタジアムほか

10月定例会
（10月２0日開催）
で、次の内容に
ついて審議しました。
●教育長報告
①総合教育会議について
②県・市教委合同学校訪問について
③有志教員人権研修について
④シンポジウム「古の採掘遺跡サミット」について
⑤今後の主な行事について
●市議会９月定例会における市長所信について
（学校
給食を一例とした行財政改革）
（教育部理事）
●令和２年度一般会計
（教育関係）
補正予算について
（教育総務課）
●次回定例教育委員会の日時について
（教育総務課）
※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。

〇第５回アークトラベル恵杯四国地区少年硬式野球大会
（中学3年生） 阿南ワンダーボーイズ ５日㈯、
６日㈰
〇第28回県中学校軟式野球秋季リーグ戦中央大会 １２日㈯
〇県南軟式野球チャリティー大会 １３日㈰
２０日㈰
〇第４８回阿南市選手権大会（少年野球） １９日㈯、
〇野球のまち阿南第８回少年野球全国大会
２６日㈯、27日㈰、２８日㈪
問い合わせ

野球のまち推進課

スポーツ施設
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

12月の休館日
７・14・21・28・29・30・31日
2・9・16・23・29・30・31日
7・14・21・28・29・30・31日
7・14・21・28・29・30・31日
1・8・15・22・29・30・31日

問い合わせ

教育総務課

☎22ー3299

令和３年度 小学校入学予定の保護者の皆さまへ

就学援助（入学準備金）の入学前支給のお知らせ
就学援助制度は、お子さまが義務教育を受ける時期に、経済的な理由によって学用品の購入や給食
費の支払い等にお困りのご家庭に対し、小・中学校で必要な費用の一部を援助する制度です。
本市では、お子さまが小学校へ入学するにあたり、就学援助の要件に該当すると認定されたご家庭
に、
「新入学児童生徒学用品費
（ランドセル・制服等入学に必要なものを購入する費用）
」を「入学準備金」
として入学前に支給しています。ご希望の方は、次のとおり申請をしてください。
申請方法 申請者
（保護者）
が、学校教育課の窓口に
申し出て、申請書をお受け取りください。申請書は
市ホームページでもダウンロードできます。
申請書に必要事項を記入し、学校教育課へ提出して
ください。
※郵送受付は行いませんのでご注意ください。
提出書類
①令和２年度 就学援助認定申請書
②振込口座の金融機関通帳の写し
（金融機関名・支
店名・口座番号・口座名義人が分かる箇所）
世帯状況に応じて、住民票や戸籍謄本などの添付書
類が必要な場合があります。
提出場所 学校教育課
（市役所５階）
受付期間 11月30日㈪～12月18日㈮
受付終了後、審査を行います。後日、審査結果を通
知します。
対象者 申請時点で以下の全てに該当する世帯が、対
象となります。
①阿南市に住民票を有している世帯

提出先・問い合わせ

②保護者が養育する子のうち、令和３年度に小学校
入学予定の子がいる世帯
③生活保護を受給していない世帯
（生活保護受給者は、生活保護費から入学準備金
が支給されます。）
④就学援助制度の認定基準で、
「準要保護者」に該
当する世帯
認定基準の詳細は、市ホームページを参照いただく
か、学校教育課までお問い合わせください。
支給 金 額 就 学 援 助 費 のうち入 学 準 備 金として
51,060円を支給します。
支給方法 口座振込
（令和３年３月中旬）
今回、提出漏れや審査の結果で不認定となりましても、
入学後にご案内する「令和３年
度就学援助」で認定を受けた
場合には、
「新入学児童生徒
学用品費」として、入学後に同
様の費用が支給されます。

学校教育課

☎22ー3390

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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阿南市 B&G 海洋センター

令和3年1月のイベントのお知らせ

●うみてらすハワイアンダンス教室
日 時 令和3年1月16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
（先着順）
講 師 わけべのりこフラスタジオ 安室英子さん

●ジェルキャンドルをつくろう! inうみてらす北の脇
日 時 令和3年1月23日㈯ 13：30～15：30
場 所 うみてらす北の脇2階 研修室
参加費 1,000円
定 員 20人
（先着順）
講 師 矢田益実さん

●海水から塩づくり～紀伊水道からの贈り物～
日 時 令和3年1月16日㈯ 13：30～16：00
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 500円
定 員 10組
（先着順）
講 師 塩工房 山下 透さん

●メチャめちゃ楽しい♪ Zumba（ズンバ）教室
日 時 令和3年1月30日㈯ 19：00～20：00
場 所 うみてらす北の脇2階 研修室
参加費 500円
講 師 一般社団法人 NICE

●親子ドローン体験教室
日 時 令和3年1月17日㈰ 13：00～15：00
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
（先着順）
講 師 Boon Drone 坂本義則さん、
日亜化学工業ドローン部 松原裕生さん

●親子で体験！海辺のまなびや
（微小貝の観察）
日 時 令和3年1月31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 300円
定 員 10組
（先着順）
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

申込方法

電話でお申し込みください。※ Zumba 教室のみ当日会場で18：30から受付。

問い合わせ

阿南市 B&G 海洋センタ－
（スポーツ振興課内） ☎22ー3394

サンアリーナ温水プールこども講座受講生募集
令和３年１月から新クラスを開設します。参加者受付を行います。

参加資格 年長〜小学６年生
講座日程 火、水、金曜日 16：00～16：50
参加費
月４回：幼児2,000円、小学生3,200円
月８回：幼児3,200円、小学生5,600円

申込方法 12月8日㈫〜15日㈫の期間中にサンアリー
ナ温水プール受付にて申請書を記入し、提出してくださ
い。申込多数の場合は抽選し、後日連絡します。
受付時間 11：00～19：00
（月曜日は休館）

問い合わせ サンアリーナ温水プール

☎22ー8733

メルちゃん

うちには「メルちゃん」とい
う女の子がいます。
２歳になる娘が、その人生の
半分以上をかけて溺愛している
栗色の髪のかわいい人形です。
出かける時も寝る時も、肌身離
さずいつも一緒のメルちゃん
は、娘の愛情を全身で受け止め
たことによ
り、購入当時
とはすっかり
様相を変えた
仕上がりにな
っています。
髪の毛をわ
しづかみにす
る娘の抱っこ
により、サラ
サラだったボブスタイルはオー
ルバックのファンキーなツイス
む く
トパーマヘアーに。純真無垢な
表情は、マジックとクレヨンに
よるお化粧でドラァグクイーン
（女 装 し た 男 性）顔 負 け の 華 や
かさを放っています。優しげな
パステルカラーのロンパースを
お召しでしたが、ここ数カ月は
産まれたままの姿に回帰してい
るもよう。今年の夏は暑かった
からなぁ。
時には、新しい人形やぬいぐ
るみをせがまれて買うこともあ

りますが、やっぱり娘の隣には
メルちゃん。スタメンのポジシ
ョンが揺るぐ気配はありませ
ん。そんな２人を見ながら、子
どもの愛情表現は、本当に豊か
で真っすぐだなぁと考えさせら
れます。
愛情の対義語は無関心との言
葉は有名で、愛情とは関心を持
つ、ということなのでしょう。
娘のメルちゃんに対する多大な
る関心が、落書きや髪の毛わし
づかみという形となって、不器
用ながらも表現されているのだ
と思います。
そんたく
大人になると、忖度があった
り、体裁を取
り繕ったり、
率直に関心
を表現する
ことも少なく
なります。
また、世間
にはさまざま
な社会問題、
地域課題が
溢れています。そのどれもが他
人 事 で は な く、自 分 た ち の 問
題。まずは関心を持って知って
みることから始めてみませんか。
もう一度言いますが、愛情の
対義語は無関心と言われていま
す。大事な人にはできるだけ素
直な形で関心を示したいもので
す。あなたにとってのメルちゃ
んにたくさん愛情が注がれます
ように。

次は、羽ノ浦町の後藤恭平さ
んにお願いします。
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和也さん

阿南市の文化財写真展
阿南市内には、国指定文化財が７件、県指定文化財
が26件、市指定文化財が69件あります。この文化財
は阿南市の歴史的発展の証です。普段目にすること
が難しい貴重な文化財を写真で紹介します。
日時 12月1日㈫～11日㈮
（土・日曜日を含む）
９
：00〜17：00
場所 市役所1階 多目的スペース 入場料 無料
問い合わせ

文化振興課

☎22ー1798

夢ホール・コスモホール共同企画

Ｓｏｉrée（ソワレ）

１ 金関 環 ヴァイオリン・リサイタル㏌コスモホール
日時 12月1日㈫ 19:00開演
場所 コスモホール
（情報文化センター）
演奏曲目 マスネー タイスの瞑想曲、
ブラームス ハンガリー舞曲第5番、
ロドリゲス ラ・クンパルシータほか
問い合わせ

情報文化センター ☎44ー5000

２ 浅井久視子 NewYearピアノリサイタル
日時 1月8日㈮ 19：00開演
場所 夢ホール
（文化会館）
演奏曲目 モーツァルト ロンドK.485ニ長調／
J.S. バッハ 半音階的幻想曲とフーガ
BWV903 ニ短調ほか
問い合わせ

文化会館

☎21ー0808

<１・２共通 >
入場料 全席自由
（整理番号付）
前売り1,000円
（当日は500円増）
チケット販売場所 情報文化センター、文化会館、徳島
新聞社事業部
（徳島新聞各販売店でも取次ぎます）
、
平惣
（阿南センター店、羽ノ浦店、小松島店、徳島店）

光のまち

ステーションプラザ

■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。
○かふぇ ことば展 １日㈫～20日㈰
■体験コーナー
✿ロッキングホースを作りましょう
５日㈯ 13：00～ 【申込締切日】4日㈮
【参加費】1,500円 【定員】5人
【持参物】汚れてもよいエプロン
✿ネックレスとバッグチャーム
12日㈯ 14：00～ 【申込締切日】11日㈮
【参加費】
２,000円～ 【定員】5人
【持参物】眼鏡
✿スノードームを作りましょう
13日㈰ 13：00～ 【申込締切日】11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体験

日時 12月20日㈰ 14：00開演
場所 コスモホール
（情報文化センター）
出演 太夫・竹内雅代さん、三味線・鶴澤友輔さん
演目 「日高川入相花王 渡し場の段
（ひだかがわい
りあいざくら わたしばのだん）
「
」寿二人三番
叟
（ことぶきににんさんばそう）
」
入場料 全席自由
（整理番号付）
前売り2,000円
（当日は500円増）
チケット販売場所 情報文化センター、文化会館、徳
島新聞社事業部
（徳島新聞各販売店でも取次ぎます）
、
平惣
（阿南センター店、羽ノ浦店、小松島店、徳島店）
問い合わせ

情報文化センター ☎44ー5000

常時開催中☆

問い合わせ 光のまちステーションプラザ ☎24ー3141

クリスマスライブ
公募した一般市民の皆さんによるライブです。
日時 12月13日㈰ 14：00開演
場所 コスモホール
（情報文化センター）
出演 かみものがたり、倉橋千夏、
スマイルフォエバー、やまと
入場料 無料 ※要予約
問い合わせ 文化会館「クリスマスライブ係」 ☎23ー5599

第１８回
人形浄瑠璃公演
「変化（へんげ）
する人形」

12月の催し

夢ホールコンサート

公募した県内外で活躍する演奏家によるコンサートで
す。来場者の投票により「オーディエンス賞」を選び
ます。受賞者は、来年6月開催の「ロレアコンサート」
に出演いただく予定です。
日時 12月20日㈰ 14：00開演
場所 夢ホール
（文化会館）
出演 猪子京子・川原由衣、 森 茉優、
森 基之・森 由美、 野間こずえ、
井手端 聡・梅本敏行、 久米見奈子
入場料 500円 小・中・高生とYCC 会員は無料
定員 280人
チケット販売場所 文化会館、情報文化センター、
平惣
（阿南センター店、羽ノ浦店、徳島店）
、
黒崎楽器
（阿南店、徳島店）
問い合わせ 文化会館「夢ホールコンサート係」 ☎23ー5599

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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あなん
文化 紀 行

工作教室

13

津乃峰山が焼けた

ー

30

眞一朗

特別観望会

ふたご座流星群を観察しよう

30 30

日時
月 日㈰ 午後７時～９時
内容 ふたご座流星群のお話のあと、観望
デッキに寝転がり流れ星の観察を行います。
対象 どなたでも
（小中学生は保護者同伴）
参加料 大人３００円、高校生２５０円、
小中学生２００円、幼児無料
定員
組 人程度（先着順）
申込方法
月１日㈫ 午前９時 分
から電話またはホームページよりお申し込
みください。
持参物 寝転がれるレジャーシート
※悪天 候 時は中 止。
（中 止 判 断 は 午 後 ５
時 分頃）

12 60

問い合わせは 科学センター
☎ ‐１６００
月の休館日 ７日㈪、 日㈪、
日㈪、 日㈪〜 日㈭

14

計盛

●ミニクリスマスツリーを作ろう
松ぼっくりや木の実を使って、世界に一つだ
けの素敵なクリスマスツリーを作りましょう！
開催日
月６日㈰
時間 ①午前 時～ 時 分
②午後２時～３時 分
対象 どなたでも（小 学 ３ 年 生 以 下の方
は保護者同伴）
定員 各回 人（先着順）
参加料 １工作につき３００円
整理券 当日、窓口でお求めください。
※事前予約は不可。

10

12

フォト四季会長

り、身支度をしてすぐに駆けつけ
た。隣接町村のほか那賀川北岸の
平島・羽ノ浦からも警防団員が駆
けつけ消火に当たった。火は西方
の津乃峰神社や八大神社に迫った
が、風向が逆になり尾根を越えて
三谷の方へ延焼した。昼食抜きで
消火活動に当たり、火勢は三谷の
岩崎の大岩付近でやっと収まっ
た。午後４時頃、水を飲ませても
らおうと立ち寄った民家で「亥の
子」の餅をごちそうになった。一
度帰宅して夕食を取り再び現場に
戻り徹夜で警戒。翌朝鎮火を確認
し解散した、とある。
山火事はちょうど「亥の子」の
日 に 発 生。「亥 の 月」で あ る 旧 暦
月最初の「亥の日」
、
「亥の刻」
（ 時 〜 時）に 餅 を 食 べ、無 病
息災や子孫繁栄を願う行事であ
る。この年は旧暦 月４日にあた
り、新暦では 月 日だった。
林野庁は山火事の７割が冬から
春にかけて発生し、原因はたき火
や火入れ、タバコの不始末など人
の不注意によるものが６割以上だ
という。油断のない備えをしたい
ものである。
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あなん文化紀行は偶数月号に掲載します。
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写真クラブ

場所は津乃峰町にある阿波橘駅
の東側。津乃峰神社の朱の大鳥居
がある踏切と駅舎との間で、線路
を挟んで北西に向かって撮影して
いる。花嫁一行の向こうの畑に並
ぶ大根は薹が立たないよう葉を切
り落としているので立春の頃の撮
影かと思われる。左手奥に八大神
社の杜、山頂には津乃峰神社があ
る。右の丸い山は陣ヶ丸で、この
周辺と東に続く尾根、八大神社の
杜の上方は大きな木がなく山肌が
白い。これはこの８年ほど前にあ
った山火事の痕跡である。
津乃峰山は江戸時代の後期に出
版された『阿波名所図會』に「津
峯の眺望」と紹介されるなど古く
か ら 知 ら れ た 名 所 だ が、『徳 島 縣
災 異 誌』（昭 和 年 徳 島 県 再 刊）
や当日以後の『徳島新聞』にも山
火事の記事はない。ただ、見能林
町協議会が昭和 年に刊行した
『見 能 方 の い ま む か し』に「三 谷
山の火事」と題する旧見能林村警
防団の山川甚吉の回顧談を載せて
いる。
これによると昭和 年（１９４
４） 月下旬の午前 時過ぎに、
答島（現津乃峰町）の長浜にある
共葬墓地の西側山林から出火した
と、警 防 団 本 部 に 電 話 連 絡 が あ
10 19

科
学
セ
ン
タ
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57
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第３回

徳島県立文書館所蔵写真

右は市内在住の写真家木田英之
が昭和 年（１９５３）に花嫁の
初歩きを写した写真。挙式の前後
に実家や嫁ぎ先の近所に、名入り
の風呂敷や「花嫁さんのお菓子」
などを手にあいさつ回りをする風
習である。今では結婚式や披露宴
を自宅で行うことが少なくなり、
花嫁衣装で初歩きをする姿も見か
けなくなってしまったので、この
風習を伝える貴重な写真といえよ
う。
28
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歌
選

短
阿南市春季短歌誌上大会

入選

そ てつ

幟竿の杉丸太一本エイエイと担がれ山下

る梢揺れつつ 
井上 京子
めい おう いん

入選 「 明王院」に八百年の蘇鉄見ゆ季節が判

らぬ認知症らし
中山 善嗣


庄野

悦子

張り切らず

入選 我のみの欠伸に見廻す部屋の中一番列車
が踏切り通る 
黒部 君代
入選 曇天は我を丸ごと包みおり
良い頑張らず良いと


入選 菫の葉を手で持ちあげてスプレーを吹き
つけてゐる朝の病院 
浅海 弥生
入選 あなたへの思ひはいつもすれ違ふ月を探

せとふくろうの鳴く
吉田 文恵

句
阿南市俳句連合会

選

恵女

信子

漢

詩

しゅうぎ ん

阿南漢詩研究会・青松吟社

選

高橋

みち

静雄

井関喜久子

な

路西東

こう

黄又紅

こう

已に秋声

炎熱散じ

やすら

す

20
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俳

しょ

夕陽傾き

や

残蝉鳴き罷んで

顥気清し

篠原悠紀子

初秋吟 
殘蟬鳴罷夕陽傾

松影窓に当って

うなづけば揺るる耳輪や秋桜 

松影當窓顥氣淸

一雨一過
富永

神野千鶴子

こう き

一雨一過炎熱散

籬辺の虫語

鎌矢美代女

籬邊蟲語已秋聲

笻を曳き尋ね到る

初自炊新米握る進学子 

看 楓 
曳笻尋到路西東

一帯の楓林

しばら

詩未だ就らず

ぷう

浜田百合子

一帶楓林黃又紅

樹蔭暫く休い

かん

明美

樹蔭暫休詩未就

ひ

水口

栄子

いずれ

蒼穹を仰ぐ

かい

はんせん

樊川何の処ぞ

じゅっ

※樊川―杜牧の号

樊川何處仰蒼穹

つえ

田中

浪風に朝な夕なの秋思秘め
奥田 蒼郎

二羽で舞うラストダンスか秋の蝶
七條クミヱ

平 イチ子
ふる里の波の音聴く秋の暮 
欄干に顎おき覗く秋の川 
百歳にもう一息や菊香る 
指太し赤き鶴折る良夜かな 
名月や温め牛乳ゆるゆると 
藤袴みぢんの莟ふくらめる 

仁井

當代

たいら

幾時か平かなる

谷口田鶴子

滔滔たる歳月

一生を過ぐ

とうとう

一喜一憂して

選

述 懷 
滔滔歲月幾時平

天の許す所

田上鶴子

一喜一憂過一生

八十三齢

独り営営

阿南川柳会

太郎

八十三齡天所許

晴耕雨読

柳

浪漫

晴耕雨讀獨營營

川

いつになく愛想良ければ気を回す
滝川

渡邉

敏子

生きる事臓器移植という望み 

野村

水の音幸せつなぐ明日の夢 



ゆったりがいいね流れも人生も  橋本 征介
八十路来て無事に暮らせる日々感謝 二
 階千代美
田上 鶴子
いと

ありふれた日常我が身愛おしむ

一般応募
じょう

サンマ食べ極上の秋噛みしめる

吉田

コロナ禍へ夕焼け映える年の暮れ
島尾美津子

武田 敏子
ごく



いい女望みは捨てていませんわ 
お歳はと聞かれて恥じる高齢者 

洋ランの中では丈夫で、開花
時期が12月〜４月の寒さに
強い多年草です。多彩で華
やかな花姿と３カ月程度続く
花持ちの良さのため、冬の鉢
花として人気。贈答によく選
ばれます。本市から約100品
種を出荷しています。



かくらん

入選 人類を「コロナウイルス」攪乱す研究者

も立つ戦のごとく
山根千代美


入選 喪の家に季を急かせる春の風伸び立つ土
筆の穂先が悲し 
宮崎喜美子

【シンビジウム】

12 月

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

阿南図書館

★

9:00 ～ 18:00
土日は 17:00 まで

☆ 休

★

☆ 休

★

■ 休

★

☆ 休 休 休 休

那賀川図書館

◎ ☆ 休

◎ ■ 休

◎ ☆ 休

◎ ☆ 休 休 休 休

羽ノ浦図書館

☆

■

☆

☆

10:00 ～ 18:00
10:00 ～ 18:00

カレンダー中のマーク

休

休

休

休 休 休 休

休…休館日 ☆…おはなし会 ■…図書館のクリスマス ★…ぴよちゃんくらぶ ◎…ボランティアピアノ演奏

※「おはなし会」「ぴよちゃんくらぶ」は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となる場合があります。
中止する際は、ホームページ、館内掲示等でお知らせします。または、各館にお問い合わせください。

阿南図書館

☎ 23-2020
FAX 23-6814

☆おはなしひろば・ひまわり主催
（毎週日曜日） 10：30～
場所：1階児童室絵本コーナー
★ぴよちゃんくらぶ
赤ちゃん
（０～３歳）
のためのおはなし会
（第１〜第４木曜日） 10：30～
場所：ひまわり会館	 	 	  

那賀川図書館

図書館のクリスマス

クリスマスおはなし会
※申込が必要です
日時 12月12日㈯ 14：00～
場所 情報文化センター2階 研修室
内容 エプロンシアター
「てぶくろ」
ほか
申込方法 12月1日㈫から受付を開始します。
（先着35人）
羽ノ浦図書館カウンターで受付表にお名前等を記入してく
ださい。
（電話での申込可）

■ 那賀川図書館

クリスマスおはなし会
日時 12月13日㈰ 14：00～
場所 那賀川図書館 視聴覚室
内容 ブラックパネルシアター
「赤鼻のトナカイ」
ほか
申込方法 11月21日から受付を開始しています。
（先着50人）
図書館に置いてあるチラシの申込書にお名前等を記入して那
賀川図書館カウンターにお持ちください。
（FAXでの申込可）

☎ 42-3111
FAX 42-3299

☆おはなし会・おはなしのポケット主催
（毎週日曜日） 11：00～
場所：おはなしコーナー
◎学生ボランティアによるピアノ演奏
（毎週土曜日） 10：00～【約10分間】
◆阿波公方の苑（図書館前庭）美化作業
※12月はお休みです。

羽ノ浦図書館

■ 阿南図書館

冬休みおたのしみ会
日時 12月20日㈰ 10：30～
場所 ひまわり会館 すこやかルーム
内容 大型絵本
「ノラネコぐんだんパンこうじょう」ほか
申込方法 12月5日㈯から受付を開始します。
（先着20人）
図書館に置いてあるチラシの申込書にお名前等を記入して
阿南図書館カウンターにお持ちください。
※詳しくは各図書館にお問い合わせください。

☎ 44-2100
FAX 44-2099

☆おはなし会・こすもすおはなし会主催
（毎週土曜日） 14：00～
場所：児童閲覧室

年末年始の休館日▶12月28日㈪～1月4日㈪

※休館中、ホームページからの本の予約・貸出期限の延長は受付していま
す。 本の返却はブックポストをご利用ください。

移動図書館車 「ひまわり号」
巡回日

３日 ㈭

９日 ㈬
10日 ㈭
11日 ㈮
17日 ㈭

21

広報 あなん

福
上
長
加
新
見
椿
椿
山
大
津

巡

回

場

所

寿
荘
中 分 館
生 公 民 館
茂 谷 公 民 館
野 公 民 館
能 林 公 民 館
公 民 館
泊 漁 協
口 分 館
潟 分 館
乃 峰 保 育 所

2020.12

前
前
前
前
前
前
前
前
前
前
前

入場無料・先着順受付

■ 羽ノ浦図書館

時

間

10：30～11：00
14：30～15：00
15：30～16：00
14：50～15：20
14：00～14：30
15：30～16：00
14：00～14：30
15：00～15：30
14：00～14：30
15：00～15：30
15：45～16：15

1２月の巡回日程

巡回日

18日 ㈮

24日 ㈭

巡

回

場

所

阿
南
荘
前
琴
江
荘
前
桑野コミュニティセンター前
橘 防 災 公 園 入 口
橘
団
地
前
福 井 公 民 館 前

時

※雨天の場合は日程を変更することがあります。

問い合わせ

那賀川図書館

間

13：30～14：00
14：00～14：30
15：00～15：30
14：00～14：30
15：00～15：30
16：00～16：30

☎ 42 ｰ 3111

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。

健康いきいき情報
保健センターからのお知らせ
令和２年度高齢者の肺炎球菌
感染症予防接種について
＋ 献血にご協力ください（12月）
実施日

採血場所
所在地
採血時間
阿南警察署
富岡町 19：30〜11：00
㈱岡部機械工業 才見町 12：00〜13：30
10：15〜12：00
ショッピング
西路見町
29日㈫
13：00〜16：00
プラザ アピカ
24日㈭

※400㎖献血のみの実施です。
※一般の方のご協力もよろしくお願いします。
問 徳島県赤十字血液センター
☎ 088ー631ー3200

阿波踊り体操教室
〈完全予約制〉

対象者

 和2年度中に、65歳、70歳、
令
75歳、
80歳、
85歳、
90歳、
95歳、
100歳になる方
※過去にこの予防接種を受けたことがあ
る方は対象外です。
接種期間 令和3年3月31日㈬まで
接種費用 4,000円（生活保護を受給さ
れている方は無料）
持参物
接種費用・予診票・接種済証
をお持ちの上、医療機関へ事
前に予約をしてから、受けてく
ださい。
※接種を希望される方は、保健センターま
でご連絡ください。

日時

12月11日㈮
①10：00～10：30（受付9：45～）
②11：00～11：30（受付10：45～）
※各教室先着8人です。
場所 健康づくりセンター2階 健康広場
講師 あなん阿波踊り体操愛好会
対象 運動制限のない方
（年齢制限なし）
持参物 飲み物、タオル、マスク
（着用）、
健康手帳
（無い方は交付します。
）
★事前にご予約ください。
開始前に健康チェックをします。
風邪様症状等がある方は参加を控えて
ください。キャンセルの電話は前日まで
にお願いします。

麻しん風しん混合
（ＭＲ）
予防接種はお済みですか？
定期の予防接種対象者
第1期：生後12カ月～生後24カ月に至る
までのお子さん
第2期：平成26年4月2日～平成27年4月
1日までに生まれたお子さん
（第2期は令和3年3月31日㈬までが接種
期間となっています。）
※接種費用は、無料です。

医療機関での大腸がん検診
実施期間

12月15日㈫まで
（診療時間内）
実施場所 市内医療機関
検査内容 便潜血反応（2日間検便）
検診に必要なもの がん検診等受診券
（6月末に郵送済み）
、健康保
険等被保険者証、自己負担
金、健康手帳（持っている方）

医療機関での無料子宮頸がん・
２年に一度
乳がん検診
実施期間

令和3年3月31日㈬まで
（診療時間内）
実施場所 県内指定医療機関
※詳しくは市ホームページ「令和２年度が
ん等の検診」内の「広域子宮頸がん・
乳がん検診実施機関」をご確認いただ
くか、保健センターまでお問い合わせく
ださい。
【検診実施機関はこちらの
２次元コードからもご確認
いただけます。】
検診に必要なもの
◦問診票
（市外指定医療機関で受診され
る場合のみ、必ず健康づくりセンターへ
取りにお越しください。）
◦がん検診等受診券
（6月末に郵送済み）
◦健康保険等被保険者証

問い合わせ 保健センター ☎２２－１５９０
エイズ相談・検査
HIV は非常に感染力の弱いウイルスです
が、
「誰もがかかる」可能性があります。
阿南保健所では、HIV 感染に不安のある
方が相談・検査できる機会としてエイズ検
査を毎月第２・第４月曜日11：00〜12：00
に実施しています。
12月１日は世界エイズデーとなっています。
この機会にぜひお越しください。
12月の実施日時
12月14日㈪、28日㈪
11：00～12：00
場所 阿南保健所２階 予診室
※匿名・無料・予約不要です。
※採血後、約30分で結果が判明します。
問 阿南保健所 ☎28ー9874

住み慣れた地域の介護施設で
はたらいてみませんか
徳島県社会福祉協議会では、あらゆる世
代を対象としたトライアル雇用の参加者を
募集しています。仕事内容は、事務・調
理・清掃・利用者の話し相手等です。専
門的な介護業務には従事しません。研修
期間は、2カ月間。
（研修期間終了後、相
談の上、継続雇用もあり。）無資格・未経
験でも参加できます。勤務時間は、短時間・
フルタイムでも参加可
（要相談）
。時給制。
まずは2カ月間のトライアル雇用からはじめ
てみませんか。
近隣の対象施設
特別養護老人ホーム阿南荘
（宝田町今市金剛寺43番地 ☎22ー5656）
※この事業の詳しい内容
等は、2次元コードを読
み取り、ご覧ください。
問 徳島県社会福祉協議会
☎088ー625ー2040

お酒で悩んでいませんか？
巻き込まれていませんか？

≪お酒に関する相談・例会≫

お酒は1人ではやめられません。やめるに
はお酒に関する理解と仲間が必要です。一
度、相談・例会の見学に来てみませんか。
日時・場所
12月19日㈬ 18：30～20：30
羽ノ浦地域交流センター
12月11日㈮ 18：30～20：30
ひまわり会館3階
くつろぎの間
12月25日㈮ 18：30～20：30
ひまわり会館3階
くつろぎの間
例会の内容 今月のテーマ「断酒の危機」
※県内他会場でも実施しています。下記
へお問い合わせください。
問 NPO 法人徳島県断酒会事務局
☎088ー641ー0737

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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子育て ひ ろば
12月

地 域 子 育て支援センター

つどいの広場・すくすくin 阿南

お子さんの健やかな成長を願い、無料で施
設を開放して育児支援を行っています。

子育て相談や子どもと保護者間の交流の場で
す。ぜひお越しください。
時間 9：30～11：30
●新型コロナウイル
日程 9日㈬
桑野公民館
ス感染症対策として
16日㈬ 加茂谷公民館
9：30～11：30での
23日㈬ 福井公民館
予約制となっていま
※ひまわり会館すこやかルームは
す。詳細等は各子
1日㈫、4日㈮、8日㈫、11日㈮ 、15日㈫、
育て支援センターまでお問い合わせください。
18日㈮、22日㈫、25日㈮
●年末年始の活動予定
問
こども課 ☎22ー1593
閉所 12月25日㈮～令和３年1月5日㈫
開所 令和３年1月6日㈬～

すまいるひろば

☎22－8099

阿南ファミリー・サポート・センター

宝田こどもセンター 平日9：30～11：30

1日㈫～4日㈮
クリスマス制作
7日㈪～11日㈮
クリスマスごっこ
14日㈪～18日㈮ おはなし会
21日㈪～23日㈬ 楽器であそぼ
※毎週木曜日は園庭開放（10：30～11：10）
のため実施しません。
●会員講習会
令和3年1月27日㈬から始まります。
ふれあいひろば ☎28－1725
安心・安全に子育てのサポートの提供や依頼
ができるよう、必要な技術や知識を習得してい
橘こどもセンター 平日9：30～11：30
ただくための講習です。
1日㈫～4日㈮
クリスマス 三角ぼうしをつくろう
受講費 無料
7日㈪～11日㈮
クリスマスごっこ
※要申込
14日㈪～18日㈮ 室内アスレチック
21日㈪～24日㈭ おはなしだいすき
●ウエルカム阿南交流会

ひだまりひろば

☎36－2241

新野こどもセンター 平日9：30～11：30

1日㈫～4日㈮
クリスマスリースを作ろう
7日㈪～11日㈮
クリスマスごっこ
14日㈪～18日㈮ 身体測定
21日㈪～24日㈭ 誕生児を祝おう

にこにこひろば

☎42－0720

今津こどもセンター 平日9：30～11：30

1日㈫～4日㈮
7日㈪～11日㈮
15日㈫～18日㈮
22日㈫～24日㈭

身体測定
クリスマスごっこ
つくってあそぼう
つくってあそぼう

なかよしひろば

☎21－2002

平島こどもセンター 平日9：30～11：30

1日㈫～4日㈮
7日㈪～11日㈮
14日㈪～18日㈮
21日㈪～24日㈭

クリスマスの飾り作り
クリスマスの飾り作り
もうすぐクリスマス
クリスマスを楽しもう

みんなのひろば

☎44ー5059

岩脇こどもセンター 平日9：30～11：30

1日㈫～4日㈮
つくってあそぼう
7日㈪～11日㈮
クリスマスごっこ
14日㈪～18日㈮ たのしくあそぼう
21日㈪～24日㈭ おはなしを聞こう
※毎日11：00からはおはなしタイムです。
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転入者のための交流会です。お友だち作りや
地域の情報交換など、保健師さんも来てくれて
計測や相談に応じてくれます。妊婦さんも歓
迎！
日時 令和3年1月28日㈭ 10：00～11：30
場所 ひまわり会館1階 すこやかルーム
●ファミサポは在宅育児応援クーポン利用が
できます。詳しくはお問い合わせください。

●ファミサポ事務所開所時間中はおゆずりタ
ウン
（リユースコーナー）
をご利用できます。
【提供希望】使用されないジュニアシートがござ
いましたらおゆずりください。
問 阿南ファミリー・サポート・センター
☎24ー5550

保育士による
ベビースキンケア教室
冬の乾燥から赤ちゃんを守ろ
う！ 役立つ保湿ケアを学びま
す♪
日時 12月9日㈬ 10：30～11：30
場所 ラヴォワール
（向原町天羽畭115番地1）
内容 冬に気になる保湿ケア
対象 0歳からのお子さまとママ
参加費 1回1,500円
※要予約 3組まで
問 ベビーマッサージ＆スキンケア教室
PLUS BABY 玉置
☎090ー2895ー0224

おひさまひろば

平日 9：00～12：00
13：00～16：00

1日㈫～4日㈮
クリスマス製作
7日㈪		
誕生会カード作り
14日㈪～18日㈮ わくわくクリスマス♪
		
11：00～（要予約）
21日㈪～23日㈬ 発育計測
24日㈭～令和３年1月8日㈮ 年末年始休園
※行事によっては有料・申込制となりますので、
詳しくはお問い合わせください。
問 阿南市子育て家庭支援センター
（羽ノ浦町明見295番地1） ☎44ー2205

家庭児童相談、児童虐待相談
主に18歳未満の児童を対象に心身の発達に
関すること、家庭での教育問題、学校生活で
の心配事、児童虐待に関することなどの相談
専用電話を開設しています。
直通電話 ☎22ー0765
受付日時 月～金曜日
（祝日を除く）
9：00～16：00
問 こども相談室 ☎22ー1677

子育て 一言 メ モ
―自己肯定感―
多くの保護者は、「自分に自信が持てる
子に育ってほしい」と願っています。し
かし内閣府の報告では、「自分には長所
がある」など自分を肯定する気持ち、い
わゆる自己肯定感についての質問に対す
る日本の子どもの数値はとても低いのだ
そうです。
自分に自信の持てる子どもを育てるに
は、子どもをほめることが大事といわれ
ます。ほめ方について私が最近学んだこ
とを紹介します。それは「えらいね」とか
「良い子だね」等の言葉を使わないとい
う方法です。
こういった言葉をいつも使っていると、
子どもはそれを言われることが目標に
なってしまい、言われないと不安や不満
を感じるようになるのだそうです。例え
ば、ほめるときは「お片付けができて、
えらいね。」ではなく「お片付けできた
ね。」だけで良いそうです。つまり、自分
ができたことに気付いてくれるだけで子
どもは十分にうれしい気持ちになるそう
です。
そして、もし何か付け加えるなら、「お
片付けできたね。お母さんうれしいな。」
とか「おもちゃ貸してあげてたね。父さ
んうれしかったな。」という風に、うれし
いという「気持ち」を言葉にして伝えて
あげてください。子どもの笑顔が変わる
そうですよ。
学校教育課

市民の情報ひろば
お 知 らせ

年末年始の青空市

市民の情報ひろばへの掲載について
市民の皆さまや各種団体から寄せられた情報です。

法務局で自筆証書遺言を
お預かりする制度が始まりました

六級海技士（航海科）受講生募集
～徳島阿南校開校～

年末年始の青空市を開催します。多数のご来 自筆証書遺言は、自書さえできれば遺言者本
人のみで作成でき、手軽で自由度の高いもの
場をお待ちしております。
です。
本制度を利用すれば、
日時 12月30日㈬、令和３年1月8日㈮
①
法
務局が保管するので改ざんのおそれがな
両日6：00～10：00
い。
場所 市民会館駐車場
②家庭裁判所の検認が不要となる。
この養成科では、全く乗船経験がない方
（通常
問 市民生活課 ☎22ー1116
③遺言者の死後、証明書の発行や閲覧がさ では2年以上の乗船履歴が必要）
でも、短期間
れると相続人等全員に通知がされる。
（約10.5カ月）で、職業船員の登竜門である
④
遺言書の保管申請が保管年数にかかわら 「六級海技士（航海）」の資格が取得でき、船
阿南税務署からのお知らせ
ず3,900円でできる。
長への道が開けます。
終活の一つの方法として、ぜひ本制度をご検
～国税庁ホームページに掲載～
募集期間 令和3年１月21日㈭まで
討ください。
「確定申告書等作成コーナー」は 詳しくは、徳島地方法務局ホームページをご覧 選考日時 令和3年1月26日㈫ 10：00
訓練実施期間 令和3年2月16日㈫～
こんなに便利！
いただくか、以下までお問い合わせください。
7月12日㈪
問 徳島地方法務局供託課
定員 15人
①税務署に行かなくても申告書作成が可能
☎088ー622ー4867または
※定員に満たない場合
（12人未満）
は中止す
パソコンやスマートフォンで、国税庁ホームペー
徳島地方法務局阿南支局 ☎22ー0410
る場合があります。
ジの「確定申告書等作成コーナー」を利用す
入校資格 講 習開始までに18歳に達し、選
れば、自宅等からいつでも、ご自身のご都合が
考試験に合格した方
良い時に、簡単に申告書を作成
（画面の案内
募 集
選考試験場所 商工業振興センター
に従って入力すると、所得金額や税額等が自
選考試験内容 面接、筆記試験、その他
動計算されます。
）
し、e-Tax 送信または印刷し
ポリテクセンター徳島
（身体適性・書類審査）
て郵送等で提出することができます。
公共職業訓練受講生募集
受講のために必要な費用
※確 定申告会場等は、感染症対策のため、
１．受講料 航海コース
（420,300円）
（資格
入場規制を実施する場合があります。
取得費、教本／教材費・保険料含む）
このため、入場いただけない場合は、日をあ
２．社船の費用 実習船における実習期間中
らためてご来場いただくなどのご不便をおか
の宿泊費・寝具等の負担はないが、食費
けする場合があります。
は訓練生負担
３．社船のための交通費 実習船の停泊して
②スマートフォン専用の見やすい画面で申告
いる乗船地までの交通費および下船地より
募集訓練科
が可能
の交通費は訓練生負担
スマートフォンで「確定申告書等作成コーナー」 ▶ CAD 機械科（6カ月）
４．宿泊費
▶住環境計画科（6カ月）
にアクセスすることにより、
「スマホ専用画面」か
出願先および問い合わせ
訓練期間 令和3年2月1日㈪～7月27日㈫
ら申告ができます。
対象 公共職業安定所に求職の申し込みを （一財）尾道海技学院尾道海技大学校
☎0848ー37ー8111
している方など
（選考あり）
（一財）尾道海技学院尾道海技大学校徳島阿南校
受講料 無料（テキスト代等は必要）
☎24ー8643
募集期間 12月1日㈫～令和3年1月4日㈪
問 ポリテクセンター徳島
☎088ー654ー5102
③ e-Taxをご利用になる場合は事前準備が必
※平日9：00～17：00
とくしま林業アカデミー
要
令和３年度 第６期生募集
マイナンバーカード方式と、ID・パスワード方式
のいずれかの方法により送信できます。
1年間の研修により、林業の現場で即戦力とな
●マイナンバーカード方式
日本将棋連盟那賀川支部
る知識・技術を習得できます。入学金・研修費
マイナンバーカードと、パソコンおよび ICカード
会員募集
用無料。第1期生～第4期生の林業就業率
リーダライタまたはマイナンバーカード対応のス
100%。条件を満たせば「緑の青年就業準備
ひまわり会館で将棋
マートフォンが必要です。
給付金」年間最大155万円が給付されます。
好きの仲間と楽しく将
● ID・パスワード方式
募集人員 10人程度
棋を指しています。将
ID
（利用者識別番号）
とパスワード
（暗証番号）
募集期間 令和3年1月29日㈮まで
棋を通して楽しく交流
が必要です。
試験日 【第2回】12月6日㈰
ができればと思ってい
IDとパスワードは、税務署で、即日発行します。
【第3回】令和3年2月7日㈰
ます。車いす、足が不自由な方の参加も可能で
（申告されるご本人が、運転免許証などの本人
※合格者が定員に達した場合、それ以降の試
す。将棋が好きな方やこれを機に始めてみた
確認書類をお持ちの上、お越しください。）
験は実施しない場合があります。
い方はお気軽にお問い合わせください。
※詳しくは、国税庁ホームページをご確認くだ
問（公社）徳島森林づくり推進機構 技術支援課
日程 毎週土曜日 9：30～17：00
さい。

（徳島市南庄町5丁目1番地9
徳島県木材
場所 ひまわり会館
利用創造センター内）
対象 青少年から高齢者の方まで性別、年齢
☎
 ・FAX 088ー635ー7812
を問いません。初心者歓迎します。駒
※土、日、祝日を除く8：30～17：15
の動かし方・ルールを指導します。
ホームページ「とくしま林業アカデミー」で検
問 日本将棋連盟那賀川支部
問 阿南税務署 ☎22ー0414
索してください。
☎090ー6888ー5686
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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。

掲載を希望される方は、原稿と画像データを秘書広報課に電子メールでお送りください。 2月号の締め切りは12月25日㈮です。

メールアドレス hisho@anan.i-tokushima.jp

徳島かんきつアカデミー
受講生募集のご案内

阿南市おはなしボランティア
ネットワーク勉強会

独立就農をめざす中核的人材育成コースと特
定の技術の習得をめざす特定技術力向上コ
ースの2コースがあります。
研修期間
▶中核的人材育成コース 原則１年間
▶特定技術力向上コース 選択科目ごとに数
日程度
受講料
▶中核的人材育成コース 16,820円
▶特定技術力向上コース
①接木と整枝剪定 4,100円
②栽培管理 4,920円
③病害虫防除と土壌管理 3,280円
※テキスト代、傷害保険料、免許取得に必要
な費用は、実費負担になります。
募集人数 両コース合わせて15人程度
応募資格 徳島県内で就農を予定し、令和3
年4月1日現在で満18歳以上の方。かつ、
農業参入を考えている企業等の従業員が
対象となります。その他の要件に関しまして
はお問い合わせください。
申込締切日 令和3年2月19日㈮
問 徳島県立農林水産総合技術支援センター
農業大学校徳島かんきつアカデミー担当
☎088ー674ー1026

「お話ボランティアと学校図書館
〜自分から進んで本を読む子どもを育てるた
めに〜」

イベント

骨盤のゆがみを整えることで症状の改善をめ
ざします。一緒に楽しく運動しましょう。
日時 12月17日㈭ 10：00～11：30
場所 夢ホール
（文化会館） 工芸室
参加費 1,000円（用具貸出費含む）
持参物 動きやすい服装、タオル、飲み物
※運動用具準備のため事前予約をお願いしま
す。
問 日本カイロプラクティック連合会会員
橋本 ☎090ー5278ー9359

川口ダム自然エネルギーミュージアム

工作教室「クリスマススノードーム」
今年のクリスマススノードームは2層仕立て。ス
ノードームを動かして、いろんな雪景色を楽し
もう。
日時 12月6日㈰、12日㈯、13日㈰、
19日㈯、20日㈰、22日㈫、23日㈬、
24日㈭、25日㈮
時間 ①11：00～11：30 ②14：00～14：30
※12月12日㈯、13日㈰は①のみ開催
材料費 500円
場所 相生ふるさと交流館
定員 各回5組 (1組5人以内 )
申込方法 各開催日の7日前までに電話でお
申し込みください。
（申込多数の場合は抽選）
※検温と手指消毒、マスク着用にご協力をお
願いします。
問 川口ダム自然エネルギーミュージアム
（那賀町吉野字イヤ谷72番地1）
☎0884ー62ー2209
休館日 毎週月曜日
（祝日の場合は翌日）
開館時間 9：30～16：30
入館料 無料
※年末年始の営業日、その他イベントはホーム
ページをご確認ください。
URL：https://www.kre-museum.jp/

日時 12月5日㈯ 10：10〜12：00
場所 那賀川図書館 視聴覚室
定員 30人（申込不要）
※どなたでもご参加いただけます。
問 おはなしボランティアネットワーク
佐々木 ☎090ー8975ー4986

遺言・相続・成年後見制度
無料相談会
日時 12月12日㈯ 9：00～12：00
場所 ひまわり会館
内容 遺言の書き方、エンディングノートとは
何か、相続の手続き、成年後見制度な
どに関する相談
問 コスモス徳島（徳島県行政書士会内）
☎088ー679ー4440
※土、日曜日は☎26ー1157

カイロプラクターによる
からだのゆがみとり運動教室

若者の「働く」を応援します
とくしま地域若者サポートステーションは、
「働
くこと」を希望している15～49歳までの方とそ
の家族を対象とした就労支援機関です。
●就職応援プログラム
ホンキの就職４daysを開催します
日時 12月3日㈭、8日㈫、14日㈪、21日㈪
13：00～17：30
場所 徳島市シビックセンター4階 活動室
内容 自己分析や面接練習など、グループワ
ークによる就職セミナー
●ハローワーク阿南で出張相談会を開催します
日時 12月11日㈮ 13：30～15：30
場所 ハローワーク阿南 会議室
（領家町本荘ケ内120番地6）
※事前予約制ですので、電話でお問い合わせ
ください。
問 とくしま地域若者サポートステーション
（徳島市寺島本町西1丁目7番地1
徳島駅前171ビル）
☎088ー602ー0553
FAX 088ー625ー3530

あなんテレワーク推進センター
イベント情報！
●ライティング講座
チラシやSNSでの広報で
お悩みの方にもオススメ！
相手に伝わる文章の書き方を実践を交えて教
えていただきます。事前に質問も受け付けます。
日時 12月9日㈬ 10：30〜12：30
講師 フリーライター兼編集者
飛田久美子さん
持参物 パソコン、筆記用具
定員 来館5人・オンライン定員なし

●簡単にできて効率アップ！HP 作成
HTML や CSSなどの専門知識やサーバー知
識は不要。1ページ構成の縦に長いサイト
（ラ
ンディングページや1ページ完結のホームペー
キッチンマルシェ椿
ジ）
を作りたい方へ。
「ふれ愛ギャラリー」
日時 12月18日㈮ 10：30～12：30
地域の方の
“趣味”
をお披露目できる場として、 講師 中小企業ミラサポ・IT 専門家
清瀬由香さん
10月、キッチンマルシェ椿内に「ふれ愛ギャラリ
持参物
パソコン、筆記用具
ー」がオープンしました。展示品は定期的に変
定員
来館4人
（オンライン開催なし）
わっていきます。木曜日には定食も提供してい
て、インスタグラムに今までの定食の写真や次
〈共通事項〉
回のメインをアップしています。年末にはぶりの
対象 市内在住の女性
販売もしています。お電話いただければ詳細を
参加費 無料
ご説明します。定食もセットでぜひお越しくださ
場所 あなんテレワーク推進センター
い。
（テレワークひろば）
場所 キッチンマルシェ椿
牛岐城趾公園管理事務所2階
（〒779ー1750 椿町庄田5番地）
※お車でお越しの方は市役所の駐車場をご
営業時間 10：00～17：00
利用ください。
定休日 土、日、祝日
※マスク着用でお越しください。
観覧料 無料
問 あなんテレワーク推進センター
インスタグラム tsubaki_mamadol
（テレワークひろば） ☎・FAX24ー8009
問 キッチンマルシェ椿 ☎49ー4779
e-mail:teleworkhiroba@npoelanvital.com
開館日時 月、水、金曜日
（祝日除く）
10：00～15：00

広報

あなん 2020.12

24

阿南市のフェイスブックに掲載している情報からピックアップしてご紹介します。

フェイスブックでは、さらに阿南市や
地域の出来事をチェックできます!

持続可能なまちづくりに向けて連携

News Oasis

高速道路の早期完成を求める

本市は阿南信用金庫、株式会社ぞめきと、阿南市
のシティーセールスの強化、地域資源の開発活動など
を行う「持続可能なまちづくりに関する包括連携協定」
を10月28日、市役所にて締結しました。阿南市が有
する情報やネットワークなどの知的・人的資源などを
活用しながら、地方創生のさらなる推進を図ります。

四国横断自動車道と阿南安芸自動車道の早期完成
を求める「未知フォーラム2020 in 阿南」が10月24
日、文化会館で開催され、道路整備に向けて熱い議論
が繰り広げられました。今年度は、新型コロナウイルス
感染症拡大防止のため、無観客により開催。フォーラ
ムの模様は、後日ケーブルテレビ等で放送されます。

空家等対策協議会の設置

まちを美しく 阿南のスーパーボランティア

空き家対策を推進するため、有識者で組織する「阿
南市空家等対策協議会」を設置しました。10月28日
に、市役所で第1回目の会合を開催し、本市での空き家
の状況やこれまでの取組を確認。空き家の利活用を促
進することが課題となっています。協議会では、本年度
中に実効性のある空家等対策計画の策定をめざします。

電力供給の協力に関する協定の締結

10月13日、市役所にて、徳島トヨタ自動車株式会
社と「災害時の避難所等での電力供給の協力に関す
る協定」を締結しました。災害時に、同社が保有す
るハイブリッド車等の貸与を受け、電力供給として活
用させていただきます。また、平時には、防災訓練等
で車両を試用し、市民への啓発活動を行います。

阿南のまちをきれいにしようと、宝田町の吉野 恿
さん、喜多秀昭さん、野村光繁さん、橘町の岡部
元さんらのグループが、市内の草刈り、放置竹林の整
備など清掃活動を行っています。活動を知る人からは、
「阿南のスーパーボランティアグループ」と呼ばれ、
「あ
りがたい」と感謝の声が聞かれています。

阿南駅前芝生公園でハロウィンイベント

10月31日、阿南駅前芝生公園でハロウィンイベン
ト「GLOBAL FESTA anan」が開催され、来場者で
にぎわいました。移住者マルシェや飲食店などが出
店。地元バンドのライブやお菓子投げなども行われま
した。また、「VSコロナあなん Re-Lightプロジェク
ト」登録店で使用できるクーポンの抽選もありました。
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開催日

12月の相談
時間

場所

予約受付

問い合わせ先

弁護士による法律相談（要予約）

3日㈭、17日㈭
中止になる場合があります。



13：30 ～ 16：30
市役所１階 相談室
１カ月前から
市民生活課 ☎ 22―1116

行政相談委員による行政相談 当分の間中止します。
相談室

司法書士による法律相談 （要予約）

18日㈮の開設は中止します。

14：00 ～ 16：00
徳島県司法書士会

※１人 30 分まで。

ひまわり会館
☎ 088―657―7191（相談予約電話）

消費生活相談 （来所時は要電話）

平日開館

9：30 ～ 16：30
社会福祉会館 3 階（阿南駅南隣）
消費生活センター ☎ 24―3251

特設人権相談 

4日㈮、9日㈬

13：30 ～ 16：00
ひまわり会館（4 日）、那賀川社会福祉会館応接室（９日）
人権・男女参画課 ☎ 22―3094

人権相談 

18日㈮

13：30 ～ 16：00
人権・男女参画課

ひまわり会館
☎ 22―3094

女性のための生き方なんでも相談 （要予約）
1・8・15・22 日
13：00 ～ 17：00
11・25 日
13：00 ～ 16：00
予約時にお伝えします
随時
男女共同参画室相談予約電話 ☎ 22―0361

年金相談 （要予約） 

今月の相談日はありません。

9：30 ～ 15：30
市商工業振興センター
１カ月前から電話による完全予約制
徳島南年金事務所 ☎ 088―652―1511

※1月の相談日は7日㈭です。

心配ごと相談 

10：00 ～ 15：00
社会福祉協議会

7日㈪、14日㈪、21日㈪、28日㈪

ひまわり会館１階
☎ 23―7288

空き家・空土地有効活用相談会（要予約） 8日㈫
10：00 ～ 16：00
市役所 2 階 市民交流ロビー
12月４日㈮までに
徳島県宅地建物取引業協会阿南・海部支部 ☎ 23―7408
または住宅課 ☎ 22―3431

中小企業の経営相談会（要予約） 17日㈭、21日㈪
9：00 ～ 17：00
市役所 2 階 207会議室
前日までに徳島県よろず支援拠点へ
徳島県よろず支援拠点 ☎ 088―676―4625
または商工観光労政課 ☎ 22―3290
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軽症でも急いで治療の必要がある場合、次の医療機関で受診できます。

●休日昼間
日

※内容により、お受けできない場合があります。

9：30～11：30
市役所１階
市民生活課 ☎ 22―1116

12 月の夜間・休日診療
9：00～17：00

医 療 機 関 名

所在地

問い合わせ

6日 阿南市夜間休日診療所

宝 田 町 ☎ 28―6200

13日 阿南市夜間休日診療所

宝 田 町 ☎ 28―6200

20日 阿南市夜間休日診療所

宝 田 町 ☎ 28―6200

27日 林整形外科

見能林町 ☎ 23―6060

31日 阿南市夜間休日診療所

宝 田 町 ☎ 28―6200

※必ず事前に当番医療機関に電話で確認してから受診してください。
当日変更する場合があります。

●夜間（毎日）の当番 18：00～22：00（日曜祝日は17：00～）
当番医療機関の問い合わせは
阿南市消防本部 ☎22ｰ1120
音声案内 ☎22ｰ9999まで
または阿南市医師会ホームページをご覧ください。
※阿南市夜間休日診療所は健康づくりセンター内にあります。

●小児救急医療体制
受入日や時間帯は徳島県ホームページ「医療とくしま」
にてご確認ください。

防災行政無線の自動電話応答サービス ☎28-9000
防災行政無線からの放送内容を電話で確認することが
できます。

12 月の市税
■市県民税（第４期）
■国民健康保険税（第７期）
納期限は、12月25日㈮です。納め忘れのないよう
にしましょう。

12月の延長・日曜窓口
市税の納付および分納等の納税相談を受け付けて
います。
※課税内容のご相談については、平日開庁時間内に対応しています。

延長窓口
日曜窓口

16日㈬ 17：15～19：15
正面玄関からお越しください。
27日㈰ 8：30～17：00
東玄関からお越しください。

問い合わせ

税務課納税係

☎ 22-1792

12月の平日延長窓口
2日㈬、16日㈬ 17：15～18：15
●住 民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍謄抄本、身
分証明書、所得証明書、所得課税証明書、市・県民
税公課証明書、軽自動車税納税証明書の交付

（※時間延長時は、住民異動・印鑑登録・申告等は行っていません。）

問い合わせ

市民生活課

☎ 22-1116

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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今からおよそ２０００年前。私たちの祖先
は、鉱 脈をたどり 若 杉 谷の山 中に分け入り
ました。辰 砂 を 採 掘 するためです。辰 砂か
ら作られた水 銀 朱は、赤 色 顔 料として土 器
の彩 りや葬 送 儀 礼 などに使 用 され、全 国に
流通しました。
から古墳時代はじめ（１〜３世紀）にかけて

から遺 跡 保 存・活 用の紹 介があり、長 野 県

また、同様の採掘遺跡をもつ５つの自治体
月

図っていけばよいのかー。
月

日、

元住民の方に文化遺産を知っていただくこと

が重 要」「イベントなど体 験を通した伝 承が

有 効」「オンラインツアーの実 施や教 育 旅 行

の推 進で、遺 跡 を紹 介 する機 会 を増やして

課 題 解 決の足 掛 かり として、

文化会館にてシンポジウム「古の採掘遺跡サ

れた重要地域だったと考えると、わがまちが

はるか古の時 代、阿 南は世 界から注 目 さ
講演した文化庁文化財第二課文部科学技

誇 ら し く 思 え ま す。市では、本 年 度 よ り、

ご覧ください。

（男）34,905 人（-15）（女）36,974 人（-43）令和２年10月末日現在 カッコ内は前月対比

で放映しています。ぜひ、

純 さんは、史 跡 を 守 り、生かし

制作しました。ケーブルテ

官の川 畑

レビ 11ch や YouTube

有 識 者による「保 存 活 用 計 画 策 定 委 員 会」

跡を紹介する広報番組を

ている事 例を紹 介。「史 跡がもつさまざまな

ができます。

を設置し、今後の方針を検討しています。
「地

また、シンポジウムや 遺

価値をしっかりと調べ、認識し、それを高め

ャンネル」で視聴すること

域の宝を大 切に守り伝えていくこと」、それ

YouTube「阿南市公式チ

人口 71,879 人（-58） 世帯数 31,180 世帯（+5）

シンポジウムのようすは、

広げていけるような働きかけが必要。多くの

人口と
世帯数

シンポジウム映像
広報番組のご案内

は現代を生きる私たちの大きな役割です。

☎ 0884‒22‒1110 FAX 0884-22-4090
e-mail:hisho@anan.i-tokushima.jp

史跡の活用について話し合う

人が史 跡 を
〝地 域の宝〞
として受 け 入れ、主

への理解を深めました。

は」などの提言をいただきました。

17

ミット」を開催し、約１６０人が参加し遺跡

10

町長、香川県小豆島町の松本町長からは、「地

辰砂採掘の内容を知ることができる全国唯一

体的に関わってほしい」と話しました。

若杉山辰 砂 採 掘遺 跡をＰＲ
するマスコットキャラクター
「若杉シンシャくん」が、シン
ポジウムでお披露目

長和町の羽田町長、長野県下諏訪町の青木

若杉山辰砂採掘遺跡は、弥生時代終わり

サミットの模様は YouTube で
ライブ配信

日に国 史 跡に指

の遺 跡で、令 和 元 年
定されました。

16

本 遺 跡を今 後どのように整 備し、活 用を

10
講演する文化庁の川畑 純さん

若杉山辰砂採掘遺跡の未来を考える
史跡

