
問い合わせ　市民生活課　☎22‐1116

携帯ショップと連携（阿南市後援）
日時　11月3日㈷～6日㈰　10:00～18:00	
場所　フジグラン阿南
日時　11月12日㈯　10:00～16:00　　　
場所　阿南市役所　NANAマルシェ会場

活竹祭で
マイナンバーカード申請サポートブース設置
日時　11月26日㈯　10:00～15:00　	
場所　JAアグリあなん（桑野町上張15番地）
※2次元コード付き個人番号カード交付申請書を
　お持ちください。
	 	 	 	

↓
市民生活課でカード受取（約１カ月後）
※カード受取、電子証明書の更新、パスワー
ドのロック解除等は、平日は予約優先、土
日は要予約。

② ①がない場合は、本人確認書類
（運転免許証等の顔写真付き書類なら１点、
健康保険証や年金手帳等の顔写真なし書類
なら２点）

①2次元コード付き個人番号カード交付申請書
申請に必要なもの マイナポイントの申し込みに必要なもの

①マイナンバーカード
②利用者証明用電子証明書の暗証番号
　（マイナンバーカード取得時に設定した
　　数字4桁）
③各キャッシュレス決済サービスが指定する
「決済サービスID」および「セキュリティー
コード」

④通帳情報（公金受取口座登録をする場合）

マイナポイントの申込をし、キャッシュレス
決済サービス（電子マネーや、決済アプリ〇〇
Pay等）での利用（チャージ）等で最大２万円分
のポイントがもらえます！

令和５年２月末まで

写真撮影無料！

予約不要　　　　特設窓口をご利用ください
場所　阿南市役所１階　多目的スペース　　　　　　　　　　　　　
日時　平日、11月6日㈰、13日㈰、12月4日㈰、11日㈰
　　　8：30～17：00（年末年始除く）

マイナンバーカードを作るには
↓

マイナポイントを申し込むには
↓

マイナンバーカードを持っていますか？
No Yes

持っていない方 すでに持っている方

マイナポイントの申込ができるマイナンバーカードの
申請期限が12月末までに延長

出張申請サポート
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新型コロナワクチン
オミクロン株対応ワクチンの集団接種について

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金のお知らせ

   問い合わせ　阿南市コロナワクチン予約・相談窓口（コールセンター）　
　　　　　　　☎２２－１４９９　受付時間　9:00～18:00（土、日、祝日も対応）

10月1日より従来株ワクチンからオミクロン株対応ワクチンに切り替えて接種を実施しています。市内
医療機関での個別接種に加え、以下の日程で集団接種を実施します。
接種を希望される方は、事前にご予約が必要です。

期　間　　　11月12日（土）～ 12月25日（日） 【 土・日曜日のみ実施 】
  ※予約状況等により変更となる場合があります。　
場　所　　　スポーツ総合センター　※上履きは不要です。
接種対象者　　初回(１・２回目)接種を完了した12歳以上の全ての方
使用ワクチン　　　ファイザー社BA.4-5ワクチン（従来株およびオミクロン株対応２価ワクチン）
  ※ワクチンの供給状況等により変更する場合があります
接種間隔　　前回接種日から、５カ月以上経過後　
  ※厚生労働省では、接種間隔を5カ月から短縮する方向で検討されています。
予約方法　　　・インターネット　https://jump.mrso.jp/362042/

物価・賃金・生活総合対策として、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に
家計への影響が大きい低所得世帯（住民税非課税世帯等）に対して、プッシュ型給付を行います。

問い合わせ　阿南市臨時特別給付金対策室　☎22-3401

予約サイト

※10月18日現在の情報に基づいています。

(1)世帯全員の令和４年度住⺠税均等割が
⾮課税の世帯

基準⽇（令和4年9⽉30⽇）において世帯全員が令和4年度住⺠税
均等割⾮課税である世帯

⽀給までの流れ

①

※令和4年度住⺠税課税者の扶養親族のみで構成される世帯は除きます。

② 確認書等を返送
確認書等は令和5年1⽉31⽇㈫ま
でにご返送ください。

③受取⼝座への振り込み
(書類不備がなければ30⽇以内に
振込予定)

(2)家計急変世帯

令和4年1⽉から12⽉までの間に予期せず家
計が急変し、(1)の世帯と同様の事情にある
と認められる世帯

⽀給までの流れ
①申請書の提出
(申請期限は令和5年1⽉31⽇㈫)
(世帯全員の収⼊が分かる書類を貼付)
※申請時点の世帯全員の年収⾒込額が住
⺠税均等割⾮課税相当であることが要件。
(収⼊の確認期間は令和4年1⽉〜12⽉)

②申請受付および⽀給要件の確認
市役所1階 ⽣活福祉課で12⽉から受
付開始

③⽀給決定通知の送付

④申請⼝座への振り込み
(⽀給決定後30⽇以内に振込予定)

対象世帯からの申請は不要です。
市から「⽀給のお知らせ」を通知し、給付⼿続きを進めます。た
だし、臨時特別給付⾦を受給していない世帯、6⽉2⽇以降に転⼊
された⽅のいる世帯等には「確認書（または申請書）」を送付し、
返送を受けた後に給付します。

⽀給のお知らせ発送
（11⽉中発送予定）

お知らせ記載⽇から順
次振り込みます。

【⽀給のお知らせ】
①

②

対象と思われる世帯に確認書等
を送付（11⽉中発送予定）

【確認書等】

※振込⼝座の変更、受給拒
否される場合は同封の届出
書を返送ください。

給付金の支給額 1世帯あたり５万円
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後期高齢者医療制度の問い合わせ
保険年金課（高齢者医療係）

☎22ー8064
または

徳島県後期高齢者医療広域連合事務局事業課
☎088ー677ー3666

国民健康保険・後期高齢者医療制度
傷病手当金の適用期間を

延長します
地球温暖化と省エネ行動に関する

Webアンケートを実施します
市民の皆さまの声をお聞かせください

　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、12
月31日㈯まで延長されました。
※�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。

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1118

問い合わせ　ゼロカーボン推進室　☎22ー3795

※�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。

�

令和４年度 会計年度任用職員を募集します

業務内容　市役所における窓口業務等の事務補助
勤務時間　8：30～17：15の間で7時間（休憩60分）
応募資格　パソコンの基本操作ができる方
給　　与　日額6,671円、通勤費は別途（規定あり）
任　　期　12月1日（予定）～令和5年3月31日
申込方法　�履歴書（市販のものに自筆、申込前６カ月

以内に撮影した顔写真を貼付）を人事課
へ提出してください。

申込期間　11月14日㈪まで
　　　　　8：30～17：15（土、日、祝日は除く）
試験内容　面接試験
　※�試験案内（試験日、勤務条件等）は市ホームペー
ジに掲載しています。

事務員

問い合わせ　人事課　☎22ー111２

勤 務 先　環境管理事務所またはエコパーク阿南
勤務時間　原則として月曜日～金曜日の
　　　　　7：30～16：00（休憩60分）
応募資格　平成16年12月１日以前に生まれた方
給　　与　日額9,020円、通勤費は別途（規定あり）
任　　期　12月1日（予定）～令和5年3月31日
採用予定　４人程度
申込方法　�履歴書（市販のものに自筆、申込前６カ月

以内に撮影した顔写真を貼付）を生活環
境課へ提出してください。

申込期間　11月1日㈫～７日㈪の
　　　　　8：00～16：00（土、日、祝日は除く）
試 験 日　11月11日㈮
試験内容　面接、体力テスト
場　　所　環境管理事務所
　※�試験案内は、申込期間中に生活環境課で配布し
ます。

ごみ収集作業

問い合わせ　生活環境課　☎22ー0001

　市では、地球温暖化に関する市民の皆さまのお考えや
取組状況などをお聞きし、「阿南市環境保全率先行動計画
（区域施策編）」の見直しや、今後の施策の実施に当たって
の参考とするため、「地球温暖化と省エネ行動に関する市
民アンケート」を実施します。選択式の簡単なアンケート
で、どなたでも回答できますのでご協力ください。

回答方法　
　�右側の２次元コードを読み取り、入力フォ
ーム（徳島県電子申請サービス）からご
回答ください。

回答期間　11月18日㈮�17：00まで
※�調査には無記名でお答えください。
　�回答結果は統計的に処理しますので、特定の個人が識
別できる情報として公表されることはありません。
※調査結果は、後日、市ホームページで公表します。

※いただいた個人情報は、目的以外に使用しません。
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市民生活・事業者応援 ANAN2022
プレミアム付き商品券
再募集分販売のお知らせ

　市税の納付には口座振替が便利です
　口座振替は、納期ごとに指定された預貯金口座から自動的に振り替えて納める制度です。
納め忘れや金融機関等へお出かけになる必要もなくなり、お忙しい方、不在がちな方は、特
に便利です。お申し込みは、次の金融機関窓口へ。
※手続きには、最短でも1カ月半程度かかります。

【金融機関】
阿波銀行、徳島大正銀行、高知銀行、四国銀行、阿南信用金庫、四国労働金庫、
阿南農業協同組合、東とくしま農業協同組合の各店舗、
徳島県信用漁業協同組合連合会本所の各店舗、全国の郵便局（ゆうちょ銀行）

　市税の日曜窓口と延長窓口について
　平日の時間内に、仕事の都合などで金融機関や市役所に行く時間がとれない方などの納
税者の利便性を高めるため、市税の納付や納税の相談を受け付けています。

【延長窓口】毎月第3水曜日（～19：15）　11月16日㈬、12月21日㈬
【日曜窓口】毎月最終日曜日（8：30～17：00）　11月27日㈰、12月25日㈰

問い合わせ　税務課納税係　☎22ー1792

　催告しても納付していただけない滞納者に対しては、財産の差押などの滞納処分を行います。
　徳島県と県内全市町村は、税の公平性を確保し、納税者の信頼を守るため、連携して県下一斉に徴
収を強化します。

は、県税・市町村税  県下一斉徴収強化月間です11月 12月

税の納め忘れはありませんか?
阿南市では納期内納付を推進しています

　再募集しましたプレミアム付き商品券について、次のとおり販売します。
前回と比べて販売場所を一部変更しているのでご注意ください。
日時　11月12日㈯～16日㈬　10：00～15：00
場所　阿南市役所１階　多目的ホール、那賀川町商工会、羽ノ浦町商工会
　　　※16日㈬の販売場所は、阿南市役所のみです。
使用期間　令和５年１月31日㈫まで

問い合わせ　ANAN2022プレミアム付き商品券運営事務局　☎088ー677ー3304

※�11、12月の日程のみ記載しています。令和5年1月以降も開設していますのでご利用く
ださい。
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問い合わせ　危機管理課　☎22-9191

問い合わせ　危機管理課　☎22-9191
e-mail：bosai@anan.i-tokushima.jp

問い合わせ　消防本部警防課　☎22-3796

問い合わせ　消防本部予防課　☎22-3799

全国瞬時警報システム（Ｊアラート）
の情報伝達訓練を実施

大雨災害に備えて
洪水ハザードマップを

活用しましょう

あなん消防フェア2022
開催のお知らせ

　Ｊアラートを利用した情報伝達訓練が、次の日程
で実施されます。
　本市では、防災行政無線、ケーブルテレビ自主放
送チャンネルによる試験放送および登録制メールに
よる試験配信を行いますので、ご協力ください。
※気象の状況等によって中止することがあります。
●緊急地震速報訓練
　日時　11月2日㈬　10：00頃
●全国一斉情報伝達訓練
　日時　11月16日㈬　11：00頃

　災害発生時に危険と思
われる区域や災害時の避
難場所などの情報をまと
めた阿南市洪水ハザード
マップについて、インター
ネットを利用できない方も
閲覧できるように、印刷物
を作成しました。阿南市
内の14地区公民館と支所にて配布していますので、
ご活用ください。大雨や台風が近づくと、浸水被害
や土砂災害などが発生する危険性が高まります。
災害から命を守るためには、日頃から防災について
考え、しっかりと備えておくことが重要です。
　地図のほか、情報・学習編を作成していますので、
事前学習などご利用ください。内容は、過去の被
害、水害シナリオ、気象情報、避難情報、情報伝
達、防災情報、事前の備え、非常用持出品、指定緊
急避難場所、マイ・タイムライン等を掲載していま
す。
　なお、阿南市洪水ハザードマップは
インターネット上で閲覧、印刷いただ
くことが可能です。

場　所　消防本部
内　容　�体験イベント（消防車両搭乗、消防署見

学、訓練見学、応急手当体験、放水体験、
煙体験、子供用防火服救助服着装体験、
消防防災ヘリ展示、その他各種イベント）

入場料　�無料
※�詳しくは、後日消防本部ホームページに掲載しま
す。

　11月9日から15日までの7日間、「秋の全国火災
予防運動」が実施されます。
　この運動は、火災が発生しやすい時季を迎えるに
当たり、火災予防意識の一層の普及を図り、高齢者
等を中心とする死者の発生を減少させるとともに、
財産の損失を防ぐことを目的として毎年全国一斉
に実施されています。
　これからの時季は特に空気が乾燥し、非常に火
災が起こりやすくなります。
　暖房機器など、火災の原因となるものを使用する
頻度が高くなりますので、十分な確認と正しい取り
扱いをお願いします。
　また、平成23年6月1日からすべての住宅に住宅
用火災警報器の設置が義務付けられています。定
期的に作動確認を行うなど、適切な維持管理を行
ってください。
　電池の寿命は約10年となっていますので、10年
を経過している場合は早めの交換をお勧めします。
交換に際して、連動型住宅用火災警報器を設置す
るなど、各家庭の状
況に適した機能を有
する住宅用火災警
報器への交換をお勧
めします。

11月13日㈰ 13：00～16：00

秋の全国火災予防運動が実施されます
2022年度全国統一防火標語

「お出かけは マスク戸締り 火の用心」




