土砂災害警戒区域等の周辺にお住まいの方へ

土砂災害から身を守るためには

土砂災害から身を守るためには、私たち一人ひとりが土砂災害に対して日頃から備えておくことが重要で
す。ここでは、土砂災害から身を守るために最低限知っておくべき３つのポイントを紹介します。
①住んでいる場所が「土砂災害警戒区域」かどうか前もって確認。
②雨が降り出したら「土砂災害警戒情報」や「雨量」に注意。
③警戒レベル４で危険な場所から全員避難・避難に時間がかかる方は
警戒レベル３高齢者等避難で避難開始。

阿南市 土砂災害ハザードマップ

※注意※
前兆現象の発生は、危険が差し迫っている状
態です。前兆現象を発見してから避難するの
ではなく、早め早めの避難を心掛けるように
してください。

問い合わせ

新設

危機管理課

☎22ー9191

ご遺族のための

おくやみコーナーを開設します！

身近な人が亡くなられた後の手続きは、保険や年金等さまざま
な手続きがあり、ご遺族の大きな負担となっています。
こうしたご遺族の負担を少しでも軽減できるように「おくやみ
コーナー」を開設し、市役所1階窓口での必要な手続きが１カ所
で行えるよう各種手続のお手伝いをします。

何課に行くの？

「おくやみコーナー」ご利用のイメージ

国民年金・厚生年

金は？

用意する書類は？

⑴ 死亡届提出時に「おくやみコーナー」の案内

※死亡届提出時に「死亡届提出後の主な手続きと
おくやみコーナーのご案内」の冊子をお渡しし
ます。

⑵ 利用申込
（市民生活課窓口または電話）

※事前に、申込が必要です。

⑶ 必要書類・印鑑等を持って利用日時に来庁

※⑴でお渡しする冊子を参考に、当日は該当する
手続きに必要なものをお持ちください。

⑷ 案内・手続

※全ての手続きをご案内できるものではなく、後
日、手続きが必要となる場合もありますのでご了
承ください。

利用申込受付開始日
利用申込受付時間
利用できる方
利用できる時間

8月２日㈪～
8：
３０～１７
：15 ※土、日、祝日および年末年始除く
亡くなられた方のご親族（配偶者、六親等内の血族、三親等内の姻族）の方に限らせていただきます。
10：00から1組、14：00から1組
（1日2組）
申し込み・問い合わせ
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市民生活課おくやみコーナー ☎２８ー９８８５



11月14日㈰は、
阿南市議会議員一般選挙の投票日です
任期満了による阿南市議会議員一般選挙が、11月7日㈰
に告示され、11月14日㈰
（伊島投票所は11月13日㈯）
に投
開票が行われます。立候補予定者に対する説明会等を次の日
程で行いますので、関係者の方はご出席ください。
■立候補予定者説明会
日時 ９月15日㈬ 10：00～
場所 市役所6階 604会議室
持参物 印鑑または本人確認書類
※当日、立候補の届け出に必要な書類をお渡しします。
■立候補届出書等事前審査
日時 10月19日㈫、20日㈬、21日㈭ 9：00～16：00
場所 市役所6階 ６０１会議室
■立候補届け出の受付
日時 11月７日㈰ 8：30～17：00
場所 市役所6階 604会議室
問い合わせ

選挙管理委員会事務局

☎22ー3791

阿南の未来「自分ごと」会議を
傍聴しませんか
日時 8月29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 市が行う次の５つの事業について、有識者による議論
を参考に、市民評価人の皆さまに事業の在り方を評価して
いただきます。
１事業目 ふるさと活性２１活動補助金事業
9：30～10：30
２事業目 ふ
 るさとづくり基金地域活性化補助金交付事業
10：40～11：40
３事業目 資源ごみ回収奨励金交付事業
13：00～14：00
４事業目 勤労女性センター事業
14：10～15：10
５事業目 高齢者特定回数乗車券等交付事業
15：20～16：20
※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。

おくりもの
新野小学校、新野中学校へ
●金２００万円
新野町 中村 武様から学校教
育充実のため
南部学校給食センター配送校へ
●米（あきさかり）
２４０㎏
新野町 近藤政明様から
以上、ご寄贈いただきありがと
うございました。

フ

ロ

8月の風呂の日は
26日

かもだ岬温泉を
ご利用ください

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

8月の休館日
2日㈪、16日㈪、23日㈪、30日㈪
問い合わせ
かもだ岬温泉保養施設 ☎21ー3030

YouTube による傍聴は「阿南市
公式チャンネル」からご覧ください。
問い合わせ

行革デジタル戦略課

☎２4ー8024
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新型コロナウイルス感染症の影響による



国民健康保険・後期高齢者医療制度

保険税
（料）
の減免について

傷病手当金の適用期間を延長します

令和３年度の国民健康保険税、後期高齢者医療
保険料、介護保険料について、新型コロナウイルス
感染症の影響により、収入が減少した等に対する減
免を実施します。要件等がありますので、市ホーム
ページ、後期高齢者医療広域連合ホームページを
ご覧いただくか、お問い合わせください。
令和元年度分および令和２年度分の保険税
（料）
については、別途ご相談ください。

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、9月30日㈭ま
でに延長されました。

国民健康保険税の問い合わせ

後期高齢者医療制度の問い合わせ

税務課

国民健康保険の申請先および問い合わせ
保険年金課

☎22ー1114

保険年金課 ☎ 22ー8064 または
徳島県後期高齢者医療広域連合事業課
☎088ー677ー3666

後期高齢者医療保険料の問い合わせ
保険年金課 ☎22ー8064 または
徳島県後期高齢者医療広域連合事業課
☎088ー677ー3666

※申請を希望する場合は、
必ず事前にご連絡の上、
申請してください。

介護保険料の問い合わせ
介護保険課

☎22ー1118

※支給対象者、支給金額等については、市ホーム
ページをご覧ください。

☎22ー1793

令和３年度「介護保険負担限度額認定」についてのご案内
施設サービス等を利用される際に負担していただく食費や
居住費が、低所得者の方にとって過重な負担とならないよう、
申請により負担の軽減を図ります。
該当される方は、介護保険課の窓口で申請してください。
現在、認定証を交付されている方も、８月以降引き続き減額
を受けるためには、８月中の申請が必要です。
対象となるサービス

●介護老人福祉施設
（特別養護老人ホーム）
サービス

認定要件

令和３年８月から変わります。

〇世帯の全員
（世帯を別にしている配偶者を含む）
が市民税非課税

●介護老人保健施設サービス

〇預貯金等の資産の合計額
（配偶者がいる人の場

●介護療養型医療施設サービス
●介護医療院サービス

合、配偶者との合計額）
が

●地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

第１段階

単身1,000万円、夫婦2,000万円以下

●
（介護予防）
短期入所生活介護

第２段階

単身650万円、夫婦1,650万円以下

●
（介護予防）
短期入所療養介護

第３段階① 単身550万円、夫婦1,550万円以下

※
「通所介護」
「通所リハビリテーション」

第３段階② 単身500万円、夫婦1,500万円以下

「グループホーム」などのサービスは対象外です。
問い合わせ
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介護保険課

☎22ー1793



水道施設の調査にご協力ください
水道施設の適正な管理と漏水等の復旧作業対
応のため水道施設の現地調査を実施しますので、
ご協力をお願いします。
調査対象地区 阿南市全域
調査内容
▶道路内の水道管の埋設位置や弁栓類の調査
▶各戸の量水器の位置確認など
期間 8月2日㈪～12月28日㈫まで
（予定）
※調査員は調査業務従事者の証明書を携帯してい
ます。ご不明な点がありましたらお尋ねください。
問い合わせ



水道課

☎22ー3295

上級救命講習

消防本部では、救急医療週間
（９月
５日㈰～11日㈯）
に合わせて、上級
救命講習を実施します。もしもの時
のために応急手当の基本
（心肺蘇生
法・AED 使用法等）
を学びませんか。
日時 ９月５日㈰ 9：00～18：00
（８時間）
対象 者 市内在住の満15歳以上、または市内勤
務の方
場所 消防本部３階 ホール
定員 20人程度
（先着順で、定員になり次第締め
切ります。定員は新型コロナウイルス感染状況
により変更する可能性があります。）
受付期間 ８月１日㈰～31日㈫
感染 防止対策 受講者へはマスク着用、手指消
毒、検温
（体調確認）
を実施します。
申し込み・問い合わせ

消防本部

☎22ー1120



ねたきり高齢者見舞金
支給申請の受付

支給対象者は、次の要件を全て満たしている方
です。
▶令和３年４月１日現在において、年齢が満65歳以
上の方
▶令和３年９月１日現在において、市内に１年以上居
住している方
（施設入所または長期入院等を除く）
▶老衰等のため３カ月以上ねたきり状態にあり、今
後もその状態が継続すると認められる方
▶介 護保険法の規定による要介護状態区分が要
介護３から要介護５までの方またはこれに相当す
ると認められる方
支給金額 6,000円
（年１回）
申請方法 8月12日㈭までにお近くの民生委員に
お申し出ください。
問い合わせ



地域共生推進課

☎22ー3440

物品購入等の指名競争入札
参加資格審査申請書
（追加申請）の受付

令和３年度に市が発注する物品購入等の指名競
争入札に参加を希望される方は、｢指名競争入札
参加資格審査申請書｣を提出してください。
ただし、令和２年中および令和３年１月12日から
２月10日までの間に申請された方は不要です。
提出期間 ８月２日㈪～31日㈫
（土、日、祝日は除く）
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
提出先・問い合わせ

総務課

☎22ー3804

在宅ワーク入門講座のお知らせ
インターネットを使用した在宅ワークの見つけ方から、
具体的に仕事を行うスキルまで総合的に学べる講座を
開催します。ぜひご参加ください。
日時 9月17日㈮、24日㈮、10月1日㈮の全３回
9：30～12：30
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）
対象者 ①阿 南市在住または市内企業（学
校）
に勤務
（通学）
されている方
②全日程参加できる方
③パソコンをお持ちで文字入力ができる方
講師 NPO 法人チルドリン徳島
問い合わせ

NPO 法人チルドリン徳島

内容 オンラインツール体験、ワーカー体験談など
※参加は無料です。託児もできます。
申込 方 法 株 式 会 社 あ わ え に 電 話（☎ 0884‐70‐
5831）
、メール（anan_event@awae.co.jp）
、ファ
クス
（FAX0884‐70‐5832）
のいずれかにて①～⑤を
記載の上、お申し込みください。
①氏名
（ふりがな）
、②住所、③連絡先、④メールが受
信できるメールアドレス、⑤託児が必要な方のみ、託
児が必要な日・お子さまの名前・性別・年齢
申込締切日 ９月８日㈬
定員 10人
（先着順）

☎080ー8637ー7367 または 商工政策課

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。

☎22ー3290
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飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費用の一部助成
市では、人と猫（動物）
との調和のとれた共生社会の実現と快適な生活環境を保持するた
め、飼い主のいない猫に不妊・去勢手術を受けさせようとする市民の方を対象に、手術費用
の一部を補助します。望まれない繁殖を防ぐため、また、小さな命が殺処分されることのない
よう、ぜひ本制度をご利用ください。
助成対象者 市内に住所を有する個人、または自
治会等団体
助成対象猫 市内に生息する飼い主のいない猫
（飼い猫、および手術実施済の猫は対象外）
助成頭数 申請の上限頭数／個人５頭まで
団体１０頭まで
助成額 １頭につき上限１０,０００円（メス・オスとも）
申請受付 ８月２日㈪から、保健センターで受付開始
助成金交付までの流れ
①交付申請 所定の申請用紙
（保健センター、
市役所1階案内窓口、各住民センターおよび
公民館備え付け、または市ホームページから
ダウンロード）
に、必要事項を記入の上、保健
センターに提出してください。
②助成決定
（ア）
８月２日㈪から１３日㈮までの期間に申請さ
れた方から、抽選により予算の範囲内で助
成を決定します。
（イ）
上記の抽選枠で助成予算上限に達しなか
った場合は、
８月１６日㈪から先着順で申請
を受け付けます。
（先着枠の有無は8月13
日㈮に市ホームページで告知）
受付期間は
１０月２９日㈮までですが、それ以前でも予
問い合わせ

算がなくなり次第終了します。
③手術の実施 助成の決定通知を受けた日の翌
日から起算して６０日以内に、動物病院で手術
を受けてください。その際、再手術を避けるた
めの「耳 V カット処置」を必ず受けさせてくだ
さい。手術に係る費用は、まず病院で全額を
お支払いください。
④手術の実施報告 手術を受けた日の翌日から
起算して１４日以内に、所定の実績報告書を提
出してください。
⑤助 成金の交付 交付金額の確定後、所定の
請求書を提出してください。ご指定の口座に
助成金を振り込みます。
その他 誤って飼い猫を手術することがないよう、
対象となる猫が生息する地域の住民への聴き取
りや首輪等の確認など、
事前にしっかりと行ってく
ださい。
 本助成とは別に「飼い
犬・飼い猫の不妊去勢手
術費用の一部助成」は１０
月から受付を開始する予
定です。

保健センター ☎２２ー１５９０

～守りましょう～ 犬・猫と地域環境のためのルール
犬・猫を捨てることは法律違反です
遺棄は動物愛護管理法により罰せられます。ど
うしても飼えなくなった場合は、新しい飼い主を探
して譲り渡しましょう。

犬の散歩には必ずリード
（引綱）
を使いましょう
ノーリードでの散歩は周囲に不安を与え咬傷事
故に繋がるばかりでなく、犬が車道に飛び出して交
通事故を誘発するなど、大変に危険です。
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野良猫に無責任に餌を与えないでください
餌を与える場合は、猫
の管理に責任を持ち、与
える際は容器を使用し、
食べ残しはすぐに片づけ
ましょう。
何よりも猫を環境問題に
しないために、不妊・去勢
手術を受けさせましょう。



第3回 阿南市人権教育・啓発市民講座

「アイヌの人々」パネル展示
アイヌの人々の伝統等に関する展示と関連図書の
紹介を行いますので、ぜひご覧ください。
期間 ８月３日㈫～26日㈭
場所 市役所２階 市民交流ロビー

日時 8月24日㈫ 14：00～15：30
場所 文化会館２階 研修室
演題 「歴史が変わった！」
講師 NPO 法人「あわーふらっと」
副理事長 森本喜代貴さん
※手話通訳あり ※マスク着用でご参加ください。

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・男女共同参画課

☎22ー3094

人権啓発標語・ポスターおよび人権作文を募集
同和問題をはじめとする女性の人権、子どもの人権、高齢者の人権、
障がい者の人権など、さまざまな人権問題の解決をめざす啓発活動の
一環として人権啓発標語・ポスターおよび人権作文を募集します。
応募資格
、
 阿南市民、阿南市内の事業所に勤務する方（以下「企業」という。）
阿南市内の学校に通学する児童・生徒
応募部門
【小学校】
①低学年 (１･２年 ) 部門
②小学校特別支援学級・
支援学校小学部低学年 (１･２年 ) 部門
③中学年 (３･４年 ) 部門
④小学校特別支援学級・
支援学校小学部中学年 (３･４年 ) 部門
⑤高学年 (５・６年 ) 部門
⑥小学校特別支援学級・
支援学校小学部高学年 (５･６年 ) 部門
【中学校】
⑦中学校部門
⑧中学校特別支援学級・支援学校中学部部門
【高等学校】
⑨高校・高専部門
⑩支援学校高等部部門
【一般】
⑪市民 ( 企業・PTA 会員・個人を含む ) 部門
応募規定
 作品は自作、未発表で、ほかに応募していない
ものに限ります。また、共同で制作した作品は応
募できません。標語・ポスター・作文ともに、１人
につき各１点までの応募とさせていただきます。
提出先・問い合わせ

 所定の応募総括表と応募用紙に記入の上、ご
応募ください。ポスターは、四つ切り画用紙を使
用してください。作文は400字詰原稿用紙を使
用してください。小学生は３枚程度（低学年は２
枚程度）
、それ以外の方は４枚程度とします。ポ
スター・作文ともに、応募要項を参照の上、所定
の用紙に記入し、ご応募ください。
（応募用紙等
は人権・男女共同参画課に備え付けています。ま
た、市ホームページからダウンロードできます。）
応募締切期限
９月２日㈭ 17：00
（必着）
審査方法および発表
 審査会で最優秀・特選・入選を決定し、最優秀・
特選については、本人または、学校、企業等の人
は所属する団体に通知します。
表彰等
 最優秀および特選に選ばれた作者には、人権
フェスティバルで開催する表彰式で賞状および
賞品の贈呈を行う予定です。また、人権作文の
最優秀作品は表彰式当日に発表していただく予
定です。なお、最優秀・特選作品は、市ホームペ
ージで紹介するほか、人権フェスティバル等での
展示、人権教育・啓発資料や物品等に活用させ
ていただきますので留意の上、ご応募ください。

人権・男女共同参画課

☎22ー3094
広報 あなん
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