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おくりもの
吉井小学校へ
●サーマルカメラ１台、
　１年から６年までの国語・算数習熟プリント、
　児童図書16冊
　吉井町　海山家隆様から　学校教育充実のため

ご寄贈いただきありがとうございました。

�

�

問い合わせ・送付先　税務課市民税係
〒774-8501�富岡町トノ町12番地３　☎22ー1114

提出先・問い合わせ　まちづくり推進課
〒774-8501　富岡町トノ町12番地3　☎22ー1596　�e-mail：toshikei@anan.i-tokushima.jp

問い合わせ　危機管理課　☎22ー9191

　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。)、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（マイナンバー通知カードと運転免許証
等の２点でも可）の写し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。申告書の写しに受付印を押印し
てお送りします。
　確定申告書について
もできる限りご自宅等か
らe-Taxを利用した申
告をお願いします。

　Ｊアラートを利用した全国一斉情報伝達訓練が、
実施されます。
　本市では、これに併せて、防災行政無線とケーブ
ルテレビの自主放送チャンネルでの訓練放送およ
び、登録制メールによる試験
配信を行います。ご家庭等に
おいて、災害が起こった時の
行動を再確認しましょう。
放送内容
上り４音チャイム
「これは、Jアラートのテストです×３回
こちらは、防災阿南市役所です」　下り４音チャイム

令和4年度の
市・県民税の申告期間は

2月16日㈬～3月15日㈫です

全国瞬時警報システム（Ｊアラート）
全国一斉情報伝達訓練

郵送による提出をお願いします

日時 ２月16日㈬ 11：00頃

「阿南駅周辺まちづくりビジョン」（案）に関する
パブリックコメント（意見募集）を実施します

募集期間　2月7日㈪〜28日㈪
公表資料　「阿南駅周辺まちづくりビジョン」（案）
公表場所　�まちづくり推進課、各住民センター、那賀

川支所、羽ノ浦支所、市ホームページ
意見を提出できる方
　①市内に在住、在勤または在学の方
　②市内に事務所または事業所を有する方
　③市に納税義務を有する方
提 出方法
　�様式は自由ですが、氏名および住所を記入の上、持
参、郵送または電子メールにより提出してください。
また、意見提出用紙を公表場所に用意していますの
で、ご利用ください。
　※電話など口頭による受付はしません。

意 見の公表
　�提出されたご意見は、氏名、住所等の個人情報を除
き、その内容を整理して原則公表します。なお、意
見等についての個別回答はいたしませんので、ご了
承ください。
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問い合わせ　保険年金課　☎22ー1118

問い合わせ　商工政策課　☎22ー3290　または　㈱ソントレーゾ　☎090ー1089ー9171

　「繰り返し作業の自動化」ができるローコードツール
の解説からアプリ開発までの一連を学べます。ぜひご
参加ください。
日時　2月17日㈭、24日㈭の全２回
　　　10：00〜12：00
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）＆オンライン配信（限定公開）
講師　㈱ソントレーゾ　市民開発者
　　　藤野さん、井上さん
内容　１回目　�ローコードツール（Power�Platform）

について、開発環境構築の方法を解説
　　　２回目　�Power�Platformを使った冷蔵庫の在

庫管理アプリ作成
参加料　無料

対 象者　市内に在住、在勤または在学の方ほか、下記
にお問い合わせください。

申 込方法　株式会社あわえにメール（anan_event@
awae.co.jp）にて①〜④を記載の上、2月11日㈷ま
でにお申し込みください。
　�①氏名（ふりがな）②住所③電話
番号④メールが受信できるメー
ルアドレス
　※�応募者多数の場合は先着順と
なります。

　※�オンライン配信は、定員１００人
です。

20歳になったら「国民年金」

冷蔵庫の在庫管理アプリ作成講座　参加者募集
あなんスマート・ワークオフィス

�　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
亡くなったときなど、あなたやあなたの家族を守ってく
れます。

　20歳になった方には、日本年金機構から国民年金に
加入したことをお知らせする書類が届きます。加入手
続きは不要ですので、毎月の保険料をお納めください。
ただし、保険料を納めることが難しいときは、学生納付
特例制度（学生のみ）や納付猶予制度などがありますの
で手続きが必要です。

会社を退職したときは
国民年金の加入届が必要です
　国民年金は、全ての公的年金の基礎となるもの
です。日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満
の方は、公的年金に加入することが法律で義務付
けられています。年をとったときや、生活の安定を
損なうような「万が一」の事態に備え、保険料を出
し合い、お互いを支え合う制度です。
　会社を退職したときは、届出が必要となりますの
で、保険年金課までお立ち寄りください。
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問い合わせ　商工政策課　☎22ー3290問い合わせ　阿南商工会議所　☎22ー2301

　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。
※マスク着用にご協力ください。
駐 車場　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。

　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。

商品券の換金期間は、2月25日㈮までです。
換金期間を過ぎると一切対応できなくなりますので、
ご注意ください。

明谷梅林まつり開催!商品券の利用期間は
2月15日㈫までです!

（追加発行分含む）
期間　２月13日㈰～3月21日㈷

市民生活・事業者応援ANAN2021プレミアム付き商品券

取扱登録店舗の皆さまへ

HOTEL

会計年度任用職員を募集します
令和４年４月採用予定

※給与等は、令和3年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。

人権ふれあい子ども会指導員 葬斎場事務員

業 務 内 容 地域に組織された人権ふれあい子ども会にお
ける、活動の企画・指導の補佐 火葬業務の受付案内、館内一般清掃等

応 募 資 格

幼・小・中・高・特別支援学校教諭のいずれかの
免許状もしくはこれらに準ずる資格を有する
方、または令和4年3月31日までにこれらの資
格を取得見込みの方

パソコンの基本操作ができる方

採用予定人数 業務の必要に応じて採用します。

勤 務 時 間 1日４時間勤務 1日7時間勤務

給 与 日額4,612円（期末手当有） 日額7,092円（期末手当有）

申 込 方 法
市販の履歴書（自筆・写真貼付）と教員免許状
または資格証の写し（資格証取得証明書も可）
を添えて、人権教育課へ提出してください。

市販の履歴書（自筆・写真貼付）を市民生活課
市民活動支援室へ提出してください。

申 込 期 間 2月1日㈫〜8日㈫
※土、日曜日は除く

2月7日㈪〜21日㈪
※土、日、祝日は除く

試 験 内 容 面接試験

試 験 日 ２月12日㈯ ２月26日㈯

試 験 場 所 市役所

問 い 合 わ せ 人権教育課　☎22ー3392 市民生活課市民活動支援室　☎24ー8061
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市ホームページに今後の予定等を
掲載したページを開設しています。

�

�

問い合わせ　教育総務課　☎22ー3299

問い合わせ　人権・男女共同参画課　☎22ー3094

　障がい者の人権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　２月２日㈬〜24日㈭
場所　市役所２階　市民交流ロビー

日時　２月22日㈫　14：00〜15：30
場所　文化会館２階　研修室
演題　「ハンセン病と人権」
講師　作家　髙山文彦さん
※入場無料。申込不要。　
※手話通訳あり
※マスク着用でご参加ください。
※�今回の講座は、オンライン講座を予定しています。
急遽中止となった場合は、市ホームページでお知
らせします。

　教育委員会では、「一人ひとりが輝く学校教育の
推進」や「児童生徒のよりよい教育環境の充実」の
ために、小・中学校の再編・統合について検討を進め
ています。
　次号、広報あ
なん３月号で、特
集記事を掲載す
る予定です。

「障がい者の人権に関する」
パネル展示

第６回 阿南市人権教育・
啓発市民講座

阿南市立小・中学校
再編に向けた取組

人権教育・啓発

�
不法投棄はやめましょう！

教育委員会定例会だより
12月定例会（12月23日開催）で、次の内容について
審議し、承認されました。
●教育長報告
　①�市教委指定人権教育研究発表会（中学校）につ
いて

　②�市人権フェスティバル・北條民雄を偲ぶ会につい
て

　③�市教育振興基本計画等策定委員会について
　④�市教委指定学力向上研究発表会について
　⑤�第68回徳島駅伝阿南市選手団結団式について
　⑥12月議会一般質問について
　⑦阿南税務署「一日税務署長」について
　⑧阿南市成人式について
●�令和４年阿南市成人式について（生涯学習課）
●�市議会12月定例会の質問及び答弁等について
（各課）
●�第68回徳島駅伝について（スポーツ振興課）
●�次回教育委員会定例会の日時について（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。

問い合わせ　教育総務課　☎22ー3299

■不法投棄とは
　廃棄物を適正に処理せず、みだりに道路や山林、
空き地等に捨ててしまうことは犯罪であり、法律で
禁止されています。「廃棄物の処理及び清掃に関
する法律」では、廃棄物を投棄した場合、５年以下
の懲役もしくは1,000万円以下の罰則に処せられ、
またこれを併科されます。

■占有者（管理者）の責任
　土地の占有者（占有者がいない場合は管理者）
の方は、不法投棄されないよう、適切な管理を心
掛ける必要があります。不法投棄は犯罪であり、
法律で禁止されていますが、投棄した者が見つか
らなければ、占有者（管理者）の責任によって自ら
処分をしなくてはなりません。不法投棄を放置す
ると、さらなる不法投棄を誘発し、良好な生活環境
を阻害する恐れがありますので、土地の占有者（管
理者）の方は、日頃から不法投棄への防止策を講
じておきましょう。

問い合わせ　環境保全課　☎22ー3413
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こどものための音楽会 vol.16　ヴィアベルカルテット
～音楽のはる・なつ・あき・ふゆ～

文化協会文化講演会
「阿波の狸合戦～物語と地域～」

問い合わせ　阿南市文化協会　☎070ー3794ー2453

　講談や民話、アニメ映画など時代
の風を自在にのみ込みながら、今も
なお世界を広げている「阿波の狸合
戦」ワールドを、資料紹介も交えなが
らお話しします。

日時　2月19日㈯　15：00開演
場所　夢ホール（文化会館）　
講師　小松島市文化財保護審議会委員　森脇佳代子さん
入場料　無料　※申込不要

問い合わせ　情報文化センター　☎44ー5000

問い合わせ
文化会館　こどものための音楽会係　☎23ー5599

日時　2月26日㈯　14：30開演
場所　文化会館　視聴覚室
出演　森　基之、木田寿味（ヴァイオリン）、
　　　上川忠昭（ヴィオラ）、野村侑加（チェロ）
曲目　日本の春メドレー、紅蓮華、弦楽四重奏曲
　　　「アメリカ」より第4楽章（ドヴォルザーク）ほか
入場料　4歳以上700円（当日100円増し）�
　　　　ペア1300円（前売りのみ）
※�事前申込で満席になった場合は、当日券の販売はあり
ません。3歳から入場いただけます。

定員　75人（先着順）
申 込方法　ホームページの「参加申込・チケ
ット予約」よりお申込みください。

邦楽への招待 Vol.21
成川美佐 筝・琵琶コンサート

　静かなブームが始まったといわ
れる琵琶を取り上げ、和楽器の中
の王道といわれる箏と元DRUM�
TAOの若い2人を迎えて普段見
ることのない和楽器のセッションを
お楽しみください。
日時　3月6日㈰　14：00開演
場所　コスモホール（情報文化センター）
出演　成川美佐（箏、琵琶）、成川花音（箏、太鼓）、
　　　馬場汐音（太鼓）
曲目　�二つの個性、祇園精舎、扇の的、花凛、朝（仮）
入場料　一般1,500円、高校生以下500円
　　　　（当日各500円増し）　
　　　　※未就学児はご入場いただけません。
チ ケット販売所　情報文化センター、文化会館、徳島新
聞社事業部（各販売店で取次ぎ）、平惣（阿南センター
店、羽ノ浦店、小松島店、徳島店、田宮店）

問い合わせ　文化振興課　☎22ー1798

吹田文明　版画ミニギャラリー
　阿南市が所蔵する、版画家　吹田文明さんの作品を
数点展示しています。
　吹田さんは大正15年生まれ、富岡町出身。多摩美術
大学名誉教授。サンパウロ・ビエンナーレ展版画部門最
高賞受賞など国際的に活躍。平成元年紫綬褒章受章、
平成25年阿南市名誉市民。
期間　現在展示中　8：30〜18：00
※�土、日曜日は正面玄関または地下駐車場からお入り
ください。（祝日は休み）

場所　市役所２階
　　　市民交流広場（図書館カウンター横）

問い合わせ　阿波公方・民俗資料館　☎42ー2966

「国史跡若杉山辰砂採掘遺跡」
ミニ展開催中

期間　2月27日㈰まで（月曜休館）
場所　阿波公方・民俗資料館
入場料　一般200円、高校生以下無料




