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　育児・介護休業法は今年４月から３段階で改正さ
れていますが、今年10月１日の改正では、産後パパ
育休が導入されるほか、育児休業の分割取得が可
能になります。また、パワハラ対策についても中小
企業において相談窓口の設置等の措置義務が課せ
られています。これらの法改正について、事業所が
適切な措置を講じられるようにするため、改正育
児・介護休業法、パワハラ対策等についての説明会
を行います。
日時　�7月19日㈫　13：30～15：30
場所　文化会館１階　視聴覚室
定員　50人

問い合わせ
徳島労働局雇用環境・均等室　☎088ー652ー2718

または商工政策課　☎22ー3290

問い合わせ
（公財）徳島県農業開発公社　☎088ー624ー7247

または農林水産課　☎22ー1598

農地中間管理事業の
借受人の募集

改正育児・介護休業法、
パワハラ対策等説明会開催
　　農業経営の効率化を進める担い手への農地の集

積・集約化を進めるため、農地中間管理機構が設
立されています。
　農地中間管理機構を通じて農地の借り受けを希
望される方は、公益財団法人徳島県農業開発公社
ホームページ上または市農林水産課で申請をして
ください。第1回目の受付期間は、７月１日㈮～８月
１日㈪となります。これに加え、10月、令和５年１月
を予定しています。
　なお、農地の貸し付け希望の方については、年
中受付をしています。

物品購入等の入札参加資格審査申請の受付
　令和4、5、6、7年度に市が発注する物品購入等【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。

有効期間　　令和4年10月1日～令和8年9月30日
受付期間　　7月1日㈮�～8月31日㈬（土、日、祝日を除く）
提出書類等　市ホームページ（右の２次元コード）をご覧ください。
物品購入等の種類�　備品、消耗品類およびサービス類など

建設工事・測量・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【追加申請】の受付
建設工事
　令和４年度に市が発注する建設工事の入札に参加を希望される方は、申請書を提出してください。ただし、令和３年
中または、令和４年１月に申請をされた方は不要です。
建設工事に係る測量・建設コンサルタント業務等
　令和４、５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および用地取得等に関する委託業務
の入札に参加を希望される方は、申請書を提出してください。ただし、令和４年１月に定期受付をされた方は不要です。
受付期間　　12月9日㈮まで（土、日、祝日を除く）
提出書類等　�徳島県との共同受付を実施しています。詳細は、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　総務課　☎22ー3804

前回からの変更点 前回（令和２、３年度）

有効開始 ４月1日

有効期間 �2年間

追加受付 年2回（8月、1月）�

市ホームページ

今回(令和4、5、6、7年度)

10月1日

4年間

年3回（8月、11月、1月）�
→

徳島東部都市計画見直し徳島東部都市計画見直し（素案）に関する（素案）に関する
意見を募集します意見を募集します

説明会等の開催説明会等の開催
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　徳島バス㈱が運行する高速バス「室戸・生見・阿
南大阪線」の次の停留所間でJRきっぷ・定期を利
用して乗降できるようになりました。
　これにより阿南駅等にてJRと高速バスを通し運
賃で乗り継げるため、徳島方面との移動がお得に
なりました。

対象停留所区間
阿南駅、橘営業所、由岐、
日和佐、牟岐、浅川

　詳しくはこちらからご確認ください。

問い合わせ
阿南駅　☎22ー0147

JR四国電話案内センター　☎0570ー00ー4592問い合わせ　下水道課　☎22ー1796

公共下水道受益者
負担金の納付

JRきっぷ・定期で高速バスの
途中乗降ができます
　　　令和４年度の納付書は８月上旬に受益者の皆さ

んに発送します。
　納付対象は、期別で納付されている方や、納付
猶予期間が終了した方などです。
納期　８月、11月、２月

 口座振替の手続き
　口座振替（期別納付のみ）を希望される方は、次
の金融機関に「口座振替依頼書」を備え付けていま
すので、７月15日㈮までに手続きをしてください。

阿波銀行、徳島大正銀行、四国銀行、高知銀行、
阿南信用金庫、四国労働金庫、阿南農業協同組
合、ゆうちょ銀行の阿南市内各店舗

　徳島県では阿南市を含む徳島東部都市計画区域における、長期的視点に立った都市計画の基本的な方向性
を示す徳島東部都市計画区域マスタープラン（素案）に関する意見を募集します。
募集期間　７月４日㈪～８月２日㈫
※�詳しくは徳島県ホームページ（https://www.pref.tokushima.lg.jp/）をご覧いただくか、お問い合わせく
ださい。

　「徳島東部都市計画区域マスタープランの見直し【県決定】」、「区域区分の変更【県決定】」の素案を作成しま
したので、次のとおり説明会および公聴会を開催します。
　また、公聴会で当日公述を希望する方は、意見の要旨、意見を述べようとする理由、住所、氏名、電話番号を
記載した公述申出書を期限までに提出してください。
　なお、公述される方がいない場合は公聴会を中止します。

問い合わせ　�まちづくり推進課　☎22ー1596　または徳島県都市計画課　☎088ー621ー2566

問い合わせ　徳島県都市計画課　☎088ー621ー2566

徳島東部都市計画見直し徳島東部都市計画見直し（素案）に関する（素案）に関する
意見を募集します意見を募集します

説明会等の開催説明会等の開催

【公聴会】
　日時　8月８日㈪�　14：00～
　場所　徳島県職員会館2階　第1・第2会議室
　公述申出書提出期限　8月3日㈬　　
　提出先　 〒770-8570�徳島市万代町1丁目1番地�

徳島県都市計画課

【説明会】
　日時　7月22日㈮��19：00～　
　場所　ひまわり会館2階　研修室うめ

【素案の縦覧】
　期間　7月19日㈫～８月2日㈫
　　　　8：30～17：15（土、日、祝日は除く）
　場所　まちづくり推進課または徳島県都市計画課
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　男女共同参画社会の形成の促進に関する施策
等について調査審議するにあたり、公募委員を募
集します。
応募資格　次の要件すべてに該当する方　
▶市内在住の18歳以上の方（令和4年4月1日現在）
▶阿南市の男女共同参画推進について関心のある方
▶平日の会議（年２～４回程度）に出席できる方
▶市が設置した他の審議会等の委員でない方
▶国・地方公共団体の議員および常勤公務員でない方
募集人員　３人以内
任期　　　10月1日から２年間
応�募方法　所定の応募用紙（人権・男女共同参画
課備え付けまたは市ホームページ掲載）に必要事
項を記入し、「男女共同参画社会づくりについて
私が思うこと」（様式自由800字程度）を添付の
上、下記まで提出してください。郵送、電子メー
ルでも受け付けます。
選考方法　�公募委員選考委員会で審査し決定します。

※応募書類については返却しません。
募集期間　７月４日㈪～29日㈮　17：00（必着）

提出先・問い合わせ
〒774‐8501　富岡町トノ町12番地3　
人権・男女共同参画課　☎22ー3094
e-mail:jinken@anan.i-tokushima.jp問い合わせ　人権・男女共同参画課　☎22ー3094

申し込み・問い合わせ　人権教育課　☎22ー3392

阿南市人権教育・啓発研究
講座（夏期）受講生募集

同和問題講演会

男女共同参画審議会
「公募委員」を募集
　　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。
応募資格　�市内在住・在勤で本講座の目的に賛同

し、できる限り連続で参加できる方
日時　7月12日㈫�14：00～15：30
　　　7月19日㈫�14：00～15：30
場所　市役所６階　６０２会議室
演題　1日目「差別から課題へ～多様性を見つける」
　　　2日目「差別から課題へ～多様性と向き合う」
講師　かみつれ阿南　永田真都さん
申込締切日　7月7日㈭

日時　７月30日㈯　13：30～15：00
場所　夢ホール（文化会館）　ホール
演題　「�差別のない社会づくりへ
　　　　～差別禁止法をつくろう」
講師　（�一社）部落解放・人権研究所
　　　代表理事　谷川雅彦さん

　市の公共施設等を民間事業者の方に暫定利用していただき、
公共施設等が持つ魅力や可能性を調査しています。７月は次の
取組を実施しますので、ぜひご参加ください。

●農福マルシェ
日時　毎週火曜日　12：00～13：00　
　　　※都合によりお休みの場合あり
場所　市役所１階　あなんフォーラム
内容　新鮮な朝どれ野菜や特製お弁当の販売
実施者　育むファーム和、ふぁみりーあっぷ

●エシカルクラブによる「服活」
日時　7月11日㈪～　２週間程度
場所　市役所２階　市民交流ロビー
内容　生徒らによる衣服の回収や譲渡
実施者　那賀高校

問い合わせ　行革デジタル戦略課　☎24ー8024

阿南市トライアル・サウンディング事業阿南市トライアル・サウンディング事業
７月実施予定のお知らせ７月実施予定のお知らせ

●七夕マルシェ
日時　７月３日（日）　9：30～16：00
場所　科学センター屋外
内容　�キッチンカー、ジャガバターづくり体験等
実施者　�育むファーム和、サニーズファーム

●NANAマルシェ
日時　7月10日㈰、24日㈰　10：00～16：00　　
　　　※雨天中止
場所　科学センター屋外
内容　�キッチンカーやハンドメイド、業者や縁日等の

複合型マルシェ
実施者　rise

●BMXスクール
日時　7月9日㈯、23日㈯　９：00～18：00
場所　科学センター屋外
内容　BMXグループレッスン
実施者　Voyage
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７月24日
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問い合わせ　商工政策課　☎22ー3290
問い合わせ　商工政策課

☎22ー3290

　社内業務改善やデジタル化で活用されているロ
ーコードツールを学びながら作成ができます！イベン
トでの使用や自由研究に親子でアプリ作成なども可
能です。またローコードツールの活用に関する相談
会も開催します。

海水浴場オープン海水浴場オープン
期間
　北の脇海水浴場
　　7月1日㈮～8月25日㈭
　淡島海水浴場　
　　7月1日㈮～8月20日㈯

　※�下記の期間、交通規制に
　　ご協力ください。

7月15日㈮～8月14日㈰
10：00～16：30

日時
　１回目　7月25日㈪　10：00～12：00
　　　�　�※Zoom配信のみ
　２回目　８月１日㈪アプリ作成　10：00～12：00
　　　　��※対面＆Zoom配信
　　　　��各種相談会　14：00～17：00�※対面のみ
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　赤嶺、
　　　　　　　　　　�代表取締役　小林
内容
　１回目　ローコードツール
　　　　�（Power�Platform）開発環境構築の解説
　２回目　�Power�Platformを使った抽選くじアプ

リの作成と各種相談会
参加料　無料
※申込方法等詳しくは、お問い合わせください。

日時　7月23日㈯
　　　　17：30　開幕セレモニー（市役所前）
　　　　17：40　�富岡小学校金管・カラーガード部（市役所前）
　　　　18：00　阿波踊り大会（市役所前）
　　　7月24日㈰
　　　　18：00　阿波踊り大会（市役所前）
　　　　20：30　花火大会（浜の浦緑地）
通行止め

７月24日
両日

7月23日㈯　16：００～22：30（通常時）通常時）
7月24日㈰　16：00～22：30（花火時）
※会場周辺で、小型無人機「ドローン」等の飛行は自粛してください。

問い合わせ　商工政策課　☎22ー3290
または株式会社ソントレーゾ☎092ー688ー8166�

夏休みに学ぶ�夏休みに学ぶ�
抽選くじアプリ作成講座抽選くじアプリ作成講座
参加者募集参加者募集

�

問い合わせ　生涯学習課　☎22-3391
e-mail：kyousha@anan.i-tokushima.jp

令和5年阿南市成人式（仮称）を次のとおり開催します。
　　　

　　　第一部　　10：00開式（受付9：00～）
　　　対象地区　�桑野、新野、橘、椿、福井、
　　　　　　　　那賀川、羽ノ浦
　　　第二部　　14：00開式（受付13：00～）
　　　対象地区　�富岡、中野島、宝田、長生、
　　　　　　　　大野、加茂谷、見能林
場所　夢ホール（文化会館）
対�象　平成14年4月2日から平成15年４月１日まで
に生まれた市内住民登録者
には、案内状を送付します。
阿南市に現在住所を有して
いない方で、出席を希望さ
れる方は、生涯学習課まで
必ずご相談ください。

阿南市成人式（仮称）

阿南の夏まつり

実行委員の募集

開催日　令和5年1月8日㈰

　成人式の企画・運営に参加していただける新成人
（平成14年4月2日から平成15年4月1日生まれの
方。現在、阿南市に在住、または阿南市内の小中
学校のいずれかを卒業した方。）を募集します。
申込締切日　7月29日㈮

両日とも

７月24日


