政策監就任の
ごあいさつ

阿南市政策監

桑村

申一郎

阿南市が将来にわたって住みよいまちとなるよ
う、若きリーダーの下、
「持続可能なまちづくり」
の実現に向け、より一層の行財政改革と効果的な
行政サービスの推進のため、微力ではございます
が、誠実に取り組んでまいります。市民の皆さま
には、ご指導とご支援を賜りますよう、よろしく
お願い申し上げます。

おくりもの

阿南市へ
●宅地 １４６.６７㎡
（見能林町念仏免６番２）
大阪府 伊藤堅三様から
見能林小学校の学校用敷地としての活用のため

吉井小学校へ
●プロジェクター２台、無線ＬＡＮユニット１台、ケー
ス一体型モバイルマグネットスクリーン１台、児童
用図書14冊
吉井町 海山家隆様から
学校教育充実のため
以上、ご寄贈いただきありがとうございました。

阿南版事業仕分けを
ケーブルテレビ放送・動画配信します
昨年、
１１月８日㈰に実施した「令和２年度阿南版
事業仕分け」の様子をケーブルテレビで放送しま
す。また、ユーチューブでも動画配信しますので、
ぜひ、ご覧ください。なお、詳しい放送
（配信）
日程
は、後日、市ホームページおよび公式 LINE でお知
らせします。

阿南市政策監

松﨑

敏則

表原市長が掲げられている「多様な産業が咲き
誇る 生涯チャレンジ都市 阿南」の実現に向
け、微力ではございますが、持てる力を精一杯発
揮し、市政発展に尽力してまいりますので、市民
の皆さまのご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い
申し上げます。

障害支援区分認定調査員
（特別職非常勤職員）
を募集します
業務内容

障害福祉サービスの利用に際し必要と
なる、障害支援区分認定のための認定
調査の実施
応募資格 次の全てに該当する方
１ 社 会福祉士、精神保健福祉士、保健師、看
護師、准看護師のいずれかの資格を有する方
２ 普通自動車の運転が可能な方
３ 障害支援区分認定調査員研修を修了してい
る方
（令和３年度研修を受講する場合も可）
採用予定人数 若干名
報酬等 日額6,600円
申込方法 市販の履歴書
（自筆・写真貼付）
と免許
証の写しを添えて福祉課へ提出してく
ださい。
申込期間 １月４日㈪～29日㈮
※土、日、祝日を除く
試験内容 面接
試験日 ２月６日㈯

放送・配信予定
１月中旬（予定）
問い合わせ

企画政策課

☎２２ー３４２９

問い合わせ

福祉課

☎22ー1592

広報 あなん

2021.01

10

新成人およびご家族の皆さまへ

令和３年 阿南市成人式 延期のお知らせ
令和３年１月１０日㈰に開催を予定しておりました「令和３年阿南市
成人式」は、新型コロナウイルス感染症の防止対策を講じたうえでの
分散開催に向け準備を進めてまいりましたが、全国的に感染が拡大し
ている現状を鑑み、新成人と関係者の皆さまの健康と安全を最優先
に考え、延期させていただきます。新成人、ご家族の皆さまには、成人
式に向けてご準備いただいていたことと存じますが、何とぞご理解をい
ただけますようお願いします。
延期後の日程は、現在のところ未定ですが、感染状況などを踏まえ
て決定します。日程が決定し次第、改めてご案内させていただきます。
成人式は、新成人の皆さまを祝福する一生に一度の式典であり、楽
しみにされていたところ誠に残念ですが、ご理解くださいますようお願
いします。
問い合わせ

生涯学習課

市民生活応援

国民健康保険・後期高齢者医療制度

傷病手当金の適用期間を
3月31日㈬まで延長します。

プレミアム付き
商品券の
利用期間は
1月31日㈰まで

新型コロナウイルス感染症に感染した被保険
者等に係る傷病手当金の適用期間が延長さ
れました。

利用期間を過ぎると
無効になりますので、
お早めにご利用ください。

国民健康保険の申請先および問い合わせ
保険年金課 ☎22－1118

取扱登録店舗の皆さまへ

商品券の換金期間は、２月19日㈮までとなって
います。 換金期間を過ぎると一切対応できなく
なります。
問い合わせ 阿南商工会議所
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☎２２ー３３９１

☎22－2301

後期高齢者医療制度の問い合わせ
保険年金課 ☎22－8064
徳島県後期高齢者医療広域連合事務局事業課
☎088－677－3666

支援金・給付金等を装った詐欺に注意！不審な電話などがあった場合はご相談ください。
広報 あなん

2021.01

阿南税務署から確定申告に関するお知らせ
※申告書はできるだけご自分で作成していただき、お早めに提出してください。
所 在 地 富岡町滝の下４番地４ 阿南税務署３階 大会議室
設置期間 ２月16日㈫～３月15日㈪ ※土、日、祝日を除く。
受付時間 8：30～16：00 （相談開始は9：00から）
ご 注 意 ①確定申告会場への入場には「入場整理券」が必要です。
②確定申告会場設置期間前は、申告相談を行っていません。
③駐車場が大変混雑しますので、極力、公共交通機関をご利用ください。
④ご来場の際は、密を避けるため、できる限りお一人でお越しください。

確定申告
会場

スマホやパソコンでご自宅から申告ができます！
①「国税庁ホームページ」へアクセス
税務署に行く手間がかかりません！ 確定申告

e‐Tax の送信方法は２通り
①マイナンバーカード方式

確定申告期間中は24時間

用意するものは、次の２つ

いつでも利用できます！

〇マイナンバーカード

（メンテナンス時間を除く）

〇マイナンバーカード対応のスマートフォン
または ICカードリーダライタ

スマートフォンでの
確定申告書の
作成はこちらから!!

② ID・パスワード方式

用意するものは、次の２つ

②申告書を作成

〇 ID
（利用者識別番号）

画面の案内に従って入力すれば、税額などが自動計算さ

〇パスワード
（暗証番号）

れ、簡単・便利に作成することができます。

ご利用に当たっては、税務署で交付を受けた「ＩＤ・パスワ

③申告書を提出

ード方式の届出完了通知」が必要となります。

申告書の提出方法は２通りあります。

マイナンバーカードを取得していただくと、メッセージボ

❶国税庁ホームページからe-Tax で送信

ックスから申告内容や税務署からのお知らせを確認でき

送信方法は２通りあります。
（詳しくは右側をご覧ください。）

❷印刷して郵送等で提出

るようになり、e-Taxをより便利にご利用いただけます。
※ ID・パスワード方式はマイナンバーカードが普及するまで

 プリンタをお持ちでなくても、コンビニ等のプリントサ
ービス
（有料）
を利用すれば、印刷できます。

の暫定的な対応です。マイナンバーカードの早期取得を
お願いします。

確定申告会場への来場を検討されている方へ

感染リスク軽減のため以下の取組を行っていますので、ご理解とご協力をお願いします。

入場整理券が必要です

確定申告会場の混雑緩和のため、確定申告会場への入場には、
「入場整理券」が必要です。入場整理券の配付方法には、２通りあります。

①確定申告会場で 当日配付
 入場整理券の配付状況に応じて、後日の来場をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
配付状況は国税庁ホームページから確認できます。

②オンラインで 事前発行
（来場を希望される日の２営業日前までに発行してください。）
LINE アプリで国税庁公式アカウントを友だち追加してください。

◎感染症対策のお願い

友だち追加はこちらから！

来場の際は、マスクを着用していただき、入場の際の検温の実施にご協力をお願いします。
37.5度以上の発熱が認められる場合等は、入場をお断りさせていただきます。

来場の際は、次の書類を必ずお持ちください。

マイナンバーの記載は、申告書を提出する際、毎回必要になります。
①源泉徴収票などの申告書作成に必要な書類 ②マイナンバーカード等の本人確認書類

問い合わせ

阿南税務署

☎22ー0414
広報 あなん
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阿南市議会
正副議長が選任されました

確定申告のため公的年金等の
源泉徴収票を送付します

令和２年阿南市議会12月定例会で正副議長、
各委員会委員などが選任されました。委員会の構
成は、市議会のホームページをご覧ください。

老齢年金は、所得税法上の雑所得として課税の
対象になっています。そのため、老齢年金を受けて
いる方には、1年間の年金の支払総額などを記載し
た「公的年金等の源泉徴収票」が1月下旬から2月
上旬にかけて送付されますので、確定申告の際に
使用してください。
ただし、障害年金・遺族年金は、課税の対象とな
っていないため、源泉徴収票は送付されません。
なお、源泉徴収票を紛失された場合や未着の場
合等には、徳島南年金事務所
（☎088ー652ー1511）
において源泉徴収票の
再交付の受付を行って
います。

副議長 ( 第61代 )

議長 ( 第57代 )

（42歳・見能林町）

（63歳・楠根町）

藤本

圭氏

奥田

勇氏

物品購入等の指名競争入札
参加資格審査申請の受付
令和３年度に市が発注する物品購入等【追加受
付】
の入札に参加を希望される方は、申請書等を提
出してください。
受付期間 １月12日㈫～２月10日㈬
※土、日曜日を除く。
提出書類等 市ホームページをご覧ください。
物品購入等の種類 備品、消耗品類および原材料
品
（工事用原材料を含む）
など

工事・コンサル等の一般競争入札
（指名競争入札）参加資格審査申請の受付
令和３年度に市が発注する建設工事に係る測量・
建設コンサルタント業務等【追加受付】、令和３、４
年度建設工事【定期受付】の入札に参加を希望さ
れる方は、申請書等を提出してください。
受付期間 1月15日㈮～28日㈭
※土、日曜日を除く。
※県との共同受付となりますので、必ずホームペ
ージ等でご確認ください。
提出書類等 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。
提出先・問い合わせ
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総務課

☎22ー3804

問い合わせ

保険年金課

☎22ー1118

障害者控除対象者認定書を
受ける事ができます
交付対象 65歳以上で、介護認定を受けており、
障害者手帳の交付を受けていない方
※要支援の方は対象外
利用先等 所得税や市・県民税の確定申告等にお
いて、障害者手帳の代わりに、税法上の「特別障
害者控除」または「障害者控除」を受けることが
できます。

「障害者控除対象者認定書」の交付を既に受け
ており、要介護認定状態区分に変更がない方は、
前回交付された認定書を引き続き使用できます。
※特別障害者・障害者の区分は、介護認定の内
容を審査するため、必ず認定されるとは限りま
せん。認定情報確認のため、交付が後日郵送
となる場合があります。
申請受付 １月７日㈭～
申請に必要なもの 介護保険被保険者証、印鑑、
申請者の本人確認ができる書類、委任状
（対象
者以外が申請する場合）
等
申請できる方 対象者本人またはその親族です。

申請先・問い合わせ

福祉課

☎22ー1592

