
広報 あなん  2022.01   10

ホームラン王 杉本裕太郎選手の
練習、少年野球教室を公開

おくりもの
阿南市へ 
●防災公園表示看板１枚 
　阿南南ロータリークラブ様から 

那賀川公民館へ 
●非接触式サーマルカメラ体温計 
　那賀川町　篠原　勲様から公民館設備充実のため 

消防本部へ 
●金50,000円 
　市民の方から救急用品購入代として

以上、ご寄贈いただきありがとうございました。

 

申し込み・問い合わせ
スポーツ振興課　☎22ー3394

時間　9：00スタート（受付8：00〜）
場所　スポーツ総合センター 
コース　
　▶︎スポーツ総合センター周回コース（2km、3km） 
　▶︎北の脇・淡島シーサイドコース（10km）

参加資格　小学４年生以上の方 
参加料　 　 無料　※申し込みの際に140円切手が

必要となります。 
申 込方法　 所定の申込用紙に記入の上、スポーツ

振興課へお申し込みください。 
　　　　　（スポーツ振興課のみで受付） 
　　　　　※全種目先着順で受付
申込期間　①阿南市民優先受付
　　　　　　１月６日㈭〜13日㈭ 
　　　　　②一般受付
　　　　　　１月18日㈫〜28日㈮ 
申 込用紙配布場所　スポーツ振興課、スポーツ総

合センター、那賀川・羽ノ浦支所、各公民館など 
※ 新型コロナウイルス感染防止対策のため、例年

と申込方法および実施内容が異なりますのでご
注意ください。 

第38回 阿南健康マラソン
大会参加者募集
３月6日㈰

種　目 距　離 定　員
小学生の部 2km

計 80 人程度
中学生の部 3km

高校・一般の部
10km 計 220 人程度

壮年の部

 

問い合わせ　野球のまち推進課　☎22ー1297

　プロ野球パ・リーグでホームラン王を獲得したオ
リックス・バファローズ杉本裕太郎選手の練習、少
年野球教室を公開します。
日時　１月４日㈫　開場 ８：30
　　　9：00〜11：30　公開練習
　　　13：00〜14：30　少年野球教室
場所　ＪＡアグリあなんスタジアム
※申込不要・入場無料、雨天時は非公開
※ この案内は、少年野球教室参加者を募るもので

はありません。
※ 観覧希望者は球場内観客席での観覧とし、グラ

ウンド内への立ち入りはできません。また、杉本
選手に、サインや握手を求めることは新型コロナ
ウイルス感染症対策のためできません。

※ 本事業は、阿南市と見能林スポーツ少年団の共
催事業です。

募集
議長（第58代）
平山　正光氏
（57歳　那賀川町）

副議長（第62代）
湯浅　隆浩氏
（59歳　羽ノ浦町）

阿南市議会
正副議長が選任されました

　令和３年阿南市議会第１回臨時会で正副議長、
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。 

ⒸORIX Buffaloes
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　より多くの皆さんに生涯学習について学んでいただき、さらなる生涯学習の推進
を図るため、次のとおり開催します。
　ぜひご家族みなさんでご来場ください。 

開 催 日　1月29日㈯ 
場　　所　富岡公民館　大ホール（富岡町西池田135番地1） 
大会受付　13：00 
開　　会　14：00 
記念講演　14：10 
閉　　会　15：40 
 
・必ずマスクを着用してください。　 
・当日、発熱等体調が悪い方は、来場をご遠慮ください。 
・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止する場合があります。 

※ 2部に分けて開催します。地区により時間帯が異なりますのでご注意ください。 
第１部　10：00開式 （受付9：00～） 
　　　　　該当地区　桑野・新野・橘・椿・福井・那賀川・羽ノ浦 
第２部　14：00開式 （受付13：00～） 
　　　　　該当地区　富岡・中野島・宝田・長生・大野・加茂谷・見能林 
※式典終了後、記念撮影を地区ごとに行います。 
場所　スポーツ総合センター（七見町下川田100番地1） 
該当者　 平成13年4月2日から平成14年4月1日までに生まれた方で、
　　　　出席を希望される方 

新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、次のとおり開催します。

令和4年1月9日㈰　阿南市成人式

　　  第31回　阿南市生涯学習推進大会

★★出席者は、事前申込をしてください★★ 
　令和４年阿南市成人式に出席される方は、右の2次元コードを読み取り、事前申込を済ませてくださ
い。事前申込をせずに当日来場された方につきましては入場をお待ちいただくことになります。 
　令和４年阿南市成人式について、詳しくは市ホームページをご確認ください。  

問い合わせ　生涯学習課　☎22ー3391

問い合わせ　生涯学習課　☎22ー3391 

事前申込フォーム

入場
無料

1954年徳島県生まれ。銀行員から笑福
亭鶴光（つるこ）さんに弟子入りし、落語
家になった異色派。地域寄席、老人ホー
ム、離島などで上方落語の普及に努め、
ボランティア活動にも積極的に行ってい
る。玉すだれや腹話術を織り交ぜたユニ
ークな漫談・講演活動で幅広く人気。

記念講演 「笑って笑ってお元気に！」 
講師　笑

しょうふくてい
福亭　学

が っ こ
光さん
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問い合わせ　阿南税務署　☎22ー0414

確定申告はお早めに!
阿南税務署から確定申告に関するお知らせ

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１人でお越しください。

確定申告
会 場

e‐Taxの送信方法は２通り!

所得税の確定申告のご相談は、チャットボットを
ご利用ください。
ご質問を入力いただければ、AIを活用した「税
務職員ふたば」がお答えします。

●�iPhoneの名称は、米国及び他の国々で登録されたApple�Inc.の商標です。
　iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
●�Androidは、Google�LLCの商標または登録商標です。

今年は今年はマイナンバーカードマイナンバーカードととスマホスマホで!　で!　e-Taxe-Taxでで確定申告確定申告してみませんか?してみませんか?

確定申告書の作成はこちら

確定申告

e-Taxなら早期還付されます!

●iPhoneの方
　iPhone7以上ならOK!
●Androidの方
　 マイナンバーカード読取

対応のスマホならOK !

対応機種の
確認はこちら

※電子証明書の有効期限切れにご注意ください。

①マイナンバーカード方式　用意するものは2つ!
・マイナンバーカード
・マイナンバーカード読取対応のスマホまたはICカードリーダライタ

ご利用に当たっては、税務署などで交付を受けた「ID・
パスワード方式の届出完了通知」が必要となります。

②ID・パスワード方式　用意するものは2つ!
・ID（利用者識別番号）
・パスワード（暗証番号）

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等が普及するまでの暫
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。

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
　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。

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。

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。入場整理券が必要です

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

友だち追加はこちらから！
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　毎年１月１日（賦課期日）に、土地、家屋または償却資
産を所有もしくは使用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
市区町村に納める税金です。

　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。

　令和３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。

　令和４年度の償却資産の申告書を12月に発送して
います。事業用資産を所有している法人および個人の
方は、令和４年１月１日現在、所有している資産につい
て、1月31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。

　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。

  

申請・問い合わせ　地域共生推進課　☎22ー3440 問い合わせ　保険年金課　☎22ー1118

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６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

　 ※ 申請できる方は、対象者本人またはそ
の親族です。

　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（☎
088-652-1511）において源泉徴収票の
再交付の受付を行っています。

障害者控除対象者認定書を
受けることができます

公的年金等の
源泉徴収票を送付します

固定資産税とは

土地の評価について

償却資産の申告について

次の場合は連絡してください

新築家屋の評価について

固定資産税について

問い合わせ　税務課固定資産税担当　☎22ー1114
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問い合わせ　かもだ岬温泉保養施設　☎21ー3030

かもだ岬温泉をかもだ岬温泉を
ご利用くださいご利用ください
かもだ岬温泉は県内屈指のかもだ岬温泉は県内屈指の
天然温泉です。天然温泉です。
ゆったりとおくつろぎください。ゆったりとおくつろぎください。

11月25日、かもだ岬温泉の今後の在り方について審11月25日、かもだ岬温泉の今後の在り方について審
議を行っていただきました、阿南市かもだ岬温泉保養議を行っていただきました、阿南市かもだ岬温泉保養
施設運営審議会から表原市長に答申書が提出されま施設運営審議会から表原市長に答申書が提出されま
した。答申内容については、右の２次元コードから。した。答申内容については、右の２次元コードから。

今月の風呂の日
フ ロ

問い合わせ　野球のまち推進課　☎22ー1297

球場へ行こう!球場へ行こう!
JAアグリあなんスタジアム

１月の日程

〇蜂須賀旗争奪徳島県大会
　15日（土）、16日（日）

スポーツ総合センター（温水プール）1・2・3・11・17・24・31日
那賀川スポーツセンター １・2・3・5・12・19・26日
羽ノ浦健康スポーツランド 1・2・3・11・17・24・31日
県南部健康運動公園 1・2・3・4・11・18・25日

スポーツ施設　１月の休館日あぶない！ こんなに事故が

交通事故
件　　数
死　　者
負 傷 者

212 件
0 人

15 人

（1,990）
（3）
（163）

救　　急 件　　数
搬送人員

281 件
265 人　

（2,999）
（2,817）

火　　災 件　　数 5 件（31）
●阿南署管内令和３年 11 月分。カッコ内は 1 月からの累計。

１月

26
一般入浴料
半額！

　
１月の催し光のまち ステーションプラザ

■チャレンジショップ　
　○A KITCHEN（ハンバーガー等の販売）
　　金、土曜日　11：00～14：00
■スタディスペース　
　自習などにご利用ください。
　毎日　10：30～19：30（休館日を除く）
■展示コーナー　10：00～20：00
　○賀上書道教室書道展　４日㈫～１６日㈰
　○kamansa☆new year!　１８日㈫～３０日㈰
■体験コーナー
　✿竹細工　干支を作ろう
　　8日㈯　13：00～
　　【申込締切日】７日㈮　【参加費】500円
　　【定員】5人　【持参物】なし
　✿曼荼羅アート＆今年の干支アート
　　23日㈰　13：30～
　　【申込締切日】21日㈮　【参加費】1,000円
　　【定員】4人　【持参物】あれば手を拭くタオル

問い合わせ　光のまちステーションプラザ　☎24ー3141

　　　　　　　　　　5日㈬、6日㈭、7日㈮、11日㈫、
　　　　　　　　　　17日㈪、24日㈪、31日㈪１月の休館日

 

 

問い合わせ
市民生活課　羽ノ浦支所　☎44ー3111

申し込み・問い合わせ
人権・男女共同参画課　☎22ー3094 

　羽ノ浦地域交流センターの貸館について、令和
4年4月1日から休止します。 
　皆さまにはご迷惑をお掛けしますが、ご理解のほ
どよろしくお願いします。 

　講座を集中的に開催することで、人権課題をより
専門的に学び見識を深めます。マスク着用でご参
加ください。 
日時　2月7日㈪、28日㈪　14：00～16：00 
場所　市役所６階　602・603会議室 
内容　1日目　発達障害の理解と合理的配慮 
　　　2日目　高齢者の人権～認知症の人を中心に～ 
講師　 徳島県人権擁護委員連合会
　　　高齢者・障がい者人権委員会
　　　委員長　大下直樹さん 
申込締切日　1月20日㈭ 

羽ノ浦地域交流センターの
貸館を休止します

受講生募集!
阿南市人権教育・啓発研究講座（冬期）

募集




