たときなど、あなたやあなた
を行う場合は、先に高額療
の家族を守ってくれます。
養費の支給申請を行ってく
歳になった方には、日本
ださい。
年金機構から国民年金に加入 申請に必要なもの
したことをお知らせする書類 ・保険証または印鑑
が届きますので、加入手続き ・世帯主の預金通帳
は不要です。ただし、保険料 ・手続きについてのお知らせ
を納めることが難しいときは、 ・領収書または支払額証明書
学生納付特例制度（学生のみ） ・対象者および世帯主のマイ
ナンバーカードまたはマイ
や納付猶予制度などがありま
ナンバー通知カード（住所
すので手続きが必要です。
等の記載内容が変更してい
問い合わせ 保険年金課
ない場合）
☎
１１１８
・窓口に来られる方の本人確
国民健康保険加入者の皆さまへ
認書類
問い合わせ 保険年金課
☎
１１１８

高額療養費の支給申請
について

徳島東部都市計画下水道
（阿南市公共下水道）の
変更案の縦覧ができます

令和３年阿南市成人式は、
新型コロナウイルス感染拡大
防止の観点から延期していま
す。延期後の日程について
は、現在のところ未定ですが、
今後の感染状況を踏まえて
決定します。
延期後の日程等は、案内
状を送付するとともに、市ホ
ームページや市公式 LINE に
も情報を掲載しますので、随
時ご確認ください。

確定申告書についても可能な限りご自宅等からe-Taxを利用した申
告をお願いします。

阿南市成人式に
ついてのご案内

令和３年度の市・県民税の申告期間は２月16日㈫～３月15日㈪となっ
ています。新型コロナウイルス感染防止の観点から、申告会場の混雑
緩和を図るためにも可能な限り郵送での提出にご協力をお願いします。
郵送申告では必要事項を記入し
（連絡先は必ず記入してください。）
、
押印した申告書と収入や所得の金額が分かる書類・各種控除証明書等
のほか、マイナンバーカードの写し
（マイナンバー通知カードと運転免許
証等の２点の写しでも可）
を同封の上ご郵送ください。申告書の控えが
必要な方は、申告書の郵送の際に返信用封筒
（宛先を記入し、切手を貼
ったもの）
を同封してください。受付後、申告書の写しをお送りします。

令和３年

郵送による市・県民税申告書等
提出のお願い

問い合わせ
生涯学習課 ☎22ー３３９１

送付先・問い合わせ 税務課市民税係
〒774-8501 富岡町トノ町12番地３ ☎22ー1114
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おくりもの
野球のまち
阿南推進協議会へ
●金 万円
たいようホーム株式会社
様から、阿南市の野球人
口底辺拡大を目的とし
た、少年野球大会開催の
費用として寄附をいただ
きました。
阿南中学校へ
●クラリネット一式、
シンバル一式
王子ネピア株式会社様か
ら「ネピア阿南ブランド
化推進事業および社会貢
献事業に関する協定」に
より、子どもたちの健全
育成のためにいただいた
寄附金で購入しました。
以上、ご寄贈いただき
ありがとうございました。

歳になったら
「国民年金」

徳島東部都市計画下水道
（阿南市公共下水道）の変更
案について、次のとおり縦覧
を行います。
期間 ２月３日㈬～ 日㈬
（土、日、祝日を除く）
場所 まちづくり推進課
※変更案に対し意見のある方
は、縦覧期間中に意見書を
提出することができます。
問い合わせ まちづくり推進課
☎
１ ５ ９ ６、環 境 保 全 課
３４１３
☎
17

20

｜

世帯の１カ月間の医療費の
自己負担額（一部負担金）が、
その世帯の自己負担限度額を
超えた場合、申請すると超え
た分が高額療養費として支給
されます。阿南市国民健康保
険加入者が高額療養費に該当
した場合は、診療月の約２カ
月後に、
「手続きについてのお
知らせ」を世帯主の方に通知
し て い ま す。通 知 が 届 い た
ら、お早目に申請してくださ
い。なお、高額療養費の支給
申請期間は２年間です。
※高額療養費の申請には領収
書（原本）が必要ですので、
所得の申告（医療費控除）

22 22

30

皆さんは、国民年金につい
て考えたことがありますか。
「年金なんてまだ関係ない」と
思っていませんか。
国民年金は、老後の生活保
障だけでなく、万が一、病気
やけがで障がいが残ったとき
や、一家の働き手が亡くなっ

22

｜
｜ ｜

20

マイナンバーカードを作りませんか？
マイナンバーカードをお持ちでない方に、申請用２次元コード付き交
付申請書が順次送付されています。市民生活課では、無料で写真を撮
影し、申請するサービスを実施していますので、ご利用ください。交付
申請書がない方もご利用いただけます。
サービスをご利用される方は、来庁する日時を事前に電話で予約し
てください。土・日曜日も開庁している日がありますので、お問い合わ
せください。
お持ちいただくもの

●送付された交付申請書 または
●本人確認書類
（顔写真付きの公的証明書は１点、顔写真なしのものは２点）

マイナンバーカード普及促進キャンペーン実施中!
【特 典】
マイナンバーカードＰＲ
「オリジナルマスクケース」プレゼント
【期 間】
３月１２日㈮まで 数量限定（先着順）
【対象者】①期間中にマイナンバーカードの交付申請をされた方または交付を受けられた方
②既にマイナンバーカードをお持ちの方（カードの提示が必要です。）
予約・問い合わせ

市民生活課

☎22ー１１１６

「阿南市子育て応援給付金」給付事業

新型コロナウイルス感染症を想定した新しい生活様式の下での子育てを開
始する家庭に対し、子育てにおける感染予防等に要する負担を軽減するため、
「阿南市子育て応援給付金」を給付する事業を実施します。
支給対象となるお子様

援
子育て応
給付金

特別定額給付金および阿南市子育て応援地域商品券
給付事業の対象外である令和３年１月１日から同年４月１
日までに出生し、出生したときから給付金の支給決定日
まで引き続き阿南市に住民登録のあるお子様

申請方法・場所

給付金を申請できる方

申請に必要なものをお持ちになり、市役所１階 市民生活
課または各支所・住民センターへお越しください。また
は、市民生活課まで郵送してください。

支給対象となるお子様と同一世帯の父または母
給付内容
お子様１人につき50,000円		

申請受付期間

申請に必要なもの
・阿南市子育て応援給付金支給申請書
・申請者の印鑑
（シャチハタ不可）
・本人確認ができるものの写し
（運転免許証、マイナンバ
ーカード、パスポート等）
・申請者の振込先金融機関口座がわかる書類の写し
（通
帳、キャッシュカード）
※上記の写し2点は、申請書裏面に貼り付けてください。
問い合わせ

5
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4月30日㈮まで
（土、日、祝日を除く、8：30～17：15）
その他
・支給対象となるお子様には、随時申請のご案内をお送
りします。
・申請を受け付けましたら内容を審査し、後日、給付金の
振込予定日を記載した支給決定通知書または不支給
決定通知書をお送りしますので、ご確認ください。

市民生活課

☎22ー１１１６

「女子硬式野球体験会」
参加者募集
集まれ「野球女子！」元女子プロ
野球選手による、本格的で楽しい
硬式野球の体験会を開催します。
日 時 ２月２１日㈰、２８日㈰、
３月１４日㈰、２１日㈰
１３
：
００～1６
：
００
（受付１２
：
３０～）
※１日のみの参加可。
場 所 阿南光高校 新野キャンパス運動場
対象者 小学５年生から
高校２年生までの女子選手
講 師 元京都フローラ
（女子プロ野球）
投手
龍田美咲さん
申込方法 ２月１２日㈮までに、
下記までご連絡ください。
問い合わせ

中止

野球のまち推進課

☎22ー1５９２

中止になったイベント

●2020年度
阿南市人権教育研究大会
問い合わせ

人権教育課

☎22ー3392

●第29回 阿南市活竹祭
問い合わせ

商工観光労政課

☎22ー3290

●第37回 阿南健康マラソン
問い合わせ スポーツ振興課

☎22ー3394

新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、参加
者および関係者の健康と安全を第一に考慮した結
果、上記のイベント等の開催を中止させていただき
ます。

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

240 件（2,140）
0 人（2）
25 人（188）
271 件（2,973）
255 人（2,814）
4 件（29）

●阿南署管内令和 2 年 12 月分。カッコ内は 1 月からの累計。

阿南市Ｌ
ＩＮＥ公式アカウント

行政情報をひとまとめに

市からのさまざまな情報を市公式 LINE 内トークルーム
にひとまとめにしました。ぜひ、ご利用ください。

トークルーム内メニュー画面

LINE 登録（友だち追加）の方法
「友だち追加」画面から、２次元コードを
読み取り、登録してください。
問い合わせ

秘書広報課

☎22ー１１１０

「ふるさと納税８億円アイデア」の
結果について

実業家の前澤友作さんが自身のツイッターで発
表していた「８億円のふるさと納税」については、全
国156の自治体がエントリーを行い、結果「今回は
ご提案をいただいた全ての自治体様向けに各５００
万円
（総額７.8億円）
のふるさと納税をいたします」
との発表がありました。
本市においては、市民の皆さまに「８億円アイデ
ア」を募集したところ、多数のアイデアを寄せてい
ただき、誠にありがとうございました。ご寄附いた
だいた５００万円は、有効に活用できるよう鋭意検
討を進めたいと考えております。
問い合わせ

秘書広報課

☎22ー１１１０

羽ノ浦総合国民体育館休館のお知らせ
羽ノ浦総合国民体育館は、令和３年２月１日から
令和５年３月末
（予定）
までの期間、建て替え工事
のため、一般利用はできません。
問い合わせ スポーツ振興課

☎22ー３３９４

スポーツ施設 ２月の休館日
スポーツ総合センター
（温水プール）
1・8・15・22日
那賀川スポーツセンター
3・10・17・24日
羽ノ浦健康スポーツランド
1・8・15・22日
県南部健康運動公園
2・9・16・24日

広報
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東京2020オリンピック
聖火リレートーチを展示します
徳島県内で「東京2020オ
リンピック聖火リレートーチ」
の巡回展示を行っています。
阿南市では次のとおり行い
ますので、この機会にぜひご
覧ください。
日時 2月22日㈪
8：30～17：15
2月24日㈬
8：30～15：00
場所 市役所1階 正面玄関入り口付近
問い合わせ スポーツ振興課

〇ベースボールフェスティバル
１４日㈰

「県警桃太郎」合宿
１５日㈪～１９日㈮

問い合わせ

☎22ー3394

県南で最も大規模な梅の名所です。
約2,000本の梅の花をご覧ください。
期間 ２月13日㈯～３月15日㈪
※マスク着用にご協力ください。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
例年初日に開催していました
開園式（もち投げ、梅の種飛ばし大会等）
は
中止させていただきます。
駐車場

一般コミュニティ助成事業
の助成を受け、新野南地域振
興協議会が、新野南地域コミ
ュニティセンターにコミュニテ
ィ活動備品を整備しました。
地域のコミュニティ活動の振
興と発展に活用されることを期待します。
この助成事業は、宝くじの社会貢献事業の一つとして、宝
くじの普及広報を目的に行われているもので、一般財団法人
自治総合センターが宝くじの収入を財源に実施しています。
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梅林売店前の無料駐車場を
ご利用ください。※台数に限りあり。
※沿道への駐車はご遠慮ください。

問い合わせ

コミュニティ助成事業で整備

7

☎22ー1297

開催します

☎22ー3299

市民生活課市民活動支援室

野球のまち推進課

明谷梅林まつりを

令和２年度

問い合わせ

※座席指定入場券（３００枚）が必要

〇兵庫県警硬式野球部

12月定例会
（12月２2日開催）
で、次の内容に
ついて審議しました。
●教育長報告
①阿南市成人式の延期について
②12月議会一般質問・文教厚生委員会について
③
「徳島型メンター制度」初任者研修コーディネー
トモデル事業意見交換会について
④今後の主な行事について
●市議会12月定例会の質問および答弁ならびに議
案等について
（各課）
●阿南市学校施設の長寿命化計画の策定について
（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。
教育総務課

２月の日程

JAアグリあなんスタジアムほか

プロ野球 OB チーム VS 地元軟式野球チーム

教育委員会定例会だより

問い合わせ

球場へ行こう!

☎24ー8061

商工観光労政課

かもだ岬温泉を
ご利用ください

☎22ー3290

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。

26日は

フ

ロ

風呂の日!

一般入浴料が
半額です !
2月の
休館日
1日㈪
8日㈪
15日㈪
22日㈪

問い合わせ かもだ岬温泉保養施設 ☎21ー3030

