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令和4年2月１日現在（前月比）　人口／250,532人（－191）　男／119,114人（－86）　女／131,418人（－105）　世帯数／121,406世帯（－63）　面積／191.52㎢

 発行：徳島市 〒770-8571 徳島市幸町2-5　(088-621-5111（代表）

　　　　       

とにかく
煙を吸わないで

OK!

OKOKOKOK

❶�防火管理者は消防
計画を再度確認
し、現状に合わせ
た防火管理体制を

❷�消防用設備など
を定期的に点検
し、１年に１回
消防署へ報告

❸�防火対象物を定
期的に点検し、
１年に１回消防
署へ報告

❹ １年に２回以上、
消火・避難訓練を
実施

❺ 避難の支障になる
ため、階段や通路、
防火戸前に物品を
置かない

❻ じゅうたん、
　カーテンなどは
　防炎物品を使用

から を ために命命 守る守る
　建物などの財産だけでなく命をも奪う恐ろしい火災。建物火災に
よって、毎年約1,000人が亡くなっており、その半数が「逃げ遅れ」
によるものです。今号では、建物火災時の逃げ遅れを防ぎ、大切な
命を守るための避難行動を紹介します。また、防火対象物の関係者
は、被害者を出さないよう、消防法令に基づく建物の適正な管理を
お願いします。

防火管理はビル関係者の責務です
　階段が一つしかない不特定多数の人が使用するビルは、火災発生
時の人命への危険度が著しく高く、日常の防火管理が非常に重要で
す。特に、避難経路となる階段などへの炎や煙の侵入を防止する防
火戸、消火・警報・避難に使用される消防用設備の維持管理は、ビ
ル関係者の責務とされています。
　今一度、防火管理の実施状況を確認してください。

消防
計画

防火管理者

　火災により亡くなった人の約４割は、煙による一酸化炭素中毒や窒息に
よるものです。煙は、まず階段や吹き抜けを伝って上階に広がります。煙
が多くなると、避難する方向や場所が分からなくなり大変危険です。
　火災は、臭い・熱気・煙などを伴うため、異変を感じたらすぐに確認し
ましょう。初期消火に失敗したり、初期消火をする余裕がない場合は、口
と鼻をハンカチなどで覆い、姿勢を低くして素早く避難しましょう。

　火災による煙の危険性

◇　　　◇　　　◇　　　◇　　　◇
　徳島市消防局では、火災予防や避難方法などに関する啓発動
画を作成していますので、ぜひご覧ください。

［問い合わせ先］消防局予防課（(656－1193　 656－1201）

　本指針は、令和元年に発生した京都市での火災を受けて、どうすれば「命を守
れるか」を第一に考え、全国に広く発信するために京都市消防局が作成したもの
です。火災の発生をイメージし、勤務場所などに合った避難行動を複数想定して、
あらかじめ対策や訓練を実施しておきましょう。

火災から命を守る７つの指針

何らかの異常を
感じたら最悪の
事態を想定し、
即行動を

階段室の扉を閉鎖
するなど、安全な
避難経路を確保し、
冷静な避難行動を

階段で逃げられないこと
も想定し、避難器具（はし
ごなど）を使用して窓・ベ
ランダなどから避難を

煙から逃れ、一時
避難場所（扉など
で区画され、外気
に面した窓がある
部屋）を確保し、
消防の救助を待つ

危機的状況
下での対処
法を習得し
ておく

避難後は
決して戻ら
ず、命を守
る行動を

放火などを
防止するた
め、防犯対
策の徹底を

4 5 6 7

2 31



 徳島市では、ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）で情報発信しています。
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令和4年10月
グランドオープン予定

徳島市が
進めた取り組み

　特集の最終は、にぎわい創出に向け動き出
した「中心市街地の活性化」を中心に、持続
可能な運営体制の再構築を進めている「阿波
おどり」や「移住・関係人口の拡大」「循環
型社会・廃棄物処理の推進」「防災・減災対
策の強化」などをご紹介します。第3回　未来へと続く活力と安心あふれるまちづくり

中心市街地の活性化

行財政改革の推進移住・関係人口の拡大
■財政構造の改善

3

2

1

0
R元年度 R２年度 R３年度（１月末）

（億円）

過去最高額を更新!
初の３億円台!!

1.82億円1.82億円1.82億円
2．23億円2．23億円2．23億円

42％
増加

3.16億円

175人175人175人
245人245人245人

592人592人592人
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R２年度R元年度 R３年度（１月末）

4月

（人）

2.5倍
移住交流支援
センターを
アミコビルに移設

40

50
（億円）

45

H30年度末 R2年度末R元年度末

約２億円
積み立て!!

財政調整基金

49億円49億円

45億円45億円
47億円47億円

▲新ホール外観イメージ

■ふるさと納税■県外からの移住者数

阿波おどりを未来へつなぐ

いち早く
救助

ドローンの
活用

高速道路法面高速道路法面
（川内町）の津波（川内町）の津波
避難施設が完成避難施設が完成

防災・減災対策の強化

危機事象対策
推進基金の設置
避難所の感染症
対策物品を購入

災害時
オペレーション
システム導入

持続可能な
まちへ

計画に基づく
まちづくりを推進

令和８年度
開館予定

令和８年度
工事完了予定

コロナ禍の２年　～再生に向けた歩み～

新たな
テナント
誘致

施設のリニューアル

市立文化センター閉館

そごう徳島店が営業終了

新ホール建設予定地を
めぐる問題が浮上

「三越徳島」の
出店決定

新ホール
の

整備

新町西地区
の

再開発

アミコビル
の

再生

東部環境事業所42年経過
西部環境事業所31年経過

循環型社会・廃棄物処理の推進 新たなごみ処理施設の建設地に、
マリンピア沖洲の市有地を選定

進む老朽化

南海トラフ巨大地震　40年以内の発生確率が90㌫程度

▲災害時の各種連携協定を推進

▲外部給電可能な車両の給電実演▲外部給電可能な車両の給電実演

市内の
津波避難困難地域

解消

一般会計の令和2年度決算
実質収支で約7.5億円の黒字

県市協調により
県立施設として整備決定

整備が急務

今後のまちづ
くりに協力し、
実現に努める

▶従来の事業計画を見直し
　新しい方針を決定

▶市の負担見込額
　単独整備に比べ大幅に軽減

集合住宅・宿泊施設など
を中心とした民間主導の
再開発事業を推進

合意

再挑戦

支援

再開発組合

市

まちづくりが停滞

▶建築物の老朽化
▶居住者の高齢化

新たな人の
流れと

にぎわいの
創出

にぎわいの喪失
▶空き店舗の増加
▶従業者数の減少
▶歩行者通行量の減少

▲ワークショップ開催▲民間団体などによる協議会開催

令和4年３月の
内閣総理大臣の
認定を目指す

市民とともにつくる

中心市街地活性化基本計画の策定に着手

計画の認定により、国からの
支援措置あり

～コロナ禍での開催モデル検証～～コロナ禍での開催モデル検証～

ライブ配信

■令和2年ネクストモデル開催

全国からの応援
約3,000万円

（ふるさと納税など）

■令和３年ニューノーマルモデル開催
～次世代への阿波おどり継承～～次世代への阿波おどり継承～

▲▲選抜阿波おどり学生連出演選抜阿波おどり学生連出演

デジタルチケット
導入

▶交通アクセス良

▶新たな土地の取得不要

▶適切な用途地域（工業）

■行政手続の押印の廃止

手続きの
簡素化

デジタル
化を推進

1,985件

※令和4年1月1日現在

課 題
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徳島市は、個人情報の取り扱いについては「徳島市個人情報保護条例」に基づき、適正な管理に努めています。 

９　職員の福祉および利益の保護の状況
⑴　福利厚生制度
　徳島市職員互助会を設置し、
給付やレクリエーション事業な
どを実施しています。費用は、
職員の会費と市からの交付金で
賄われています。職員の年金や病気に対する給付などの共済制度は、地方
公務員等共済組合法などにより行っています。
⑵　公務災害補償制度
　地方公務員災害補償法により、職員が公務上の災害または通勤による災
害を受けた場合に、その災害で生じた補償などの事業を行うものです。
　公務災害は30件、通勤災害は７件でした。

令和 2 年度決算額 17,382,929 円
令和 3 年度予算額 19,991,491 円

会員数（令和 3 年 4 月 1 日現在） 2,746 人

徳島市人事行政の運営などの状況を徳島市人事行政の運営などの状況を
お知らせしますお知らせします

　徳島市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に
基づき、令和２年度における徳島市人事行政の運営など
の概要を公表します。

⑵　再任用職員の採用などの状況
　再任用職員とは、高齢者雇用推進のため定年退職者などから採用される
職員です。

注：職員数は一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する休職者、派遣職員、
臨時的任用職員などを含み、非常勤職員（会計年度任用職員など）を除いています。

（参考）会計年度任用職員（フルタイム）の職員数　令和２年４月１日　538人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和３年４月１日　594人

３　職員の給与の状況
⑴　人件費の状況
　人件費とは、特別職の給与、各種委員報酬、職員給与、退職手当、社
会保険料等共済費などのことです。【人件費】20,268,120千円
　（令和２年度普通会計決算歳出額129,013,470千円に占める割合は15.7㌫）
⑵　職員給与費の状況
　職員給与費とは、人件費のうち一般職員に支給される給料、諸手当な
どのことです。

⑶　初任給、経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和３年４月１日現在）

⑷　職員の平均給料月額および平均年齢の状況（令和３年４月１日現在）

⑸　職員手当の状況（令和３年４月１日現在）

⑹　特別職の給料月額などの状況（令和３年４月１日現在）

４　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
⑴　勤務時間の概要

⑵　休暇制度の概要

５　職員の休業の状況
⑴　育児休業の取得状況
　育児休業とは、子どもが３歳に達する日までの
間で必要とする期間を休業することです。
⑵　部分休業の取得状況
　部分休業とは、子どもが小学校就学までの間で
１日２時間を超えない範囲内で休業することです。
⑶　育児短時間勤務の取得状況
　育児短時間勤務とは、子どもが小学校就学まで
の間で希望する日や時間帯に勤務することができ
る制度です。
６　職員の分限および懲戒処分の状況
⑴　分限処分の状況…処分者数58人（休職）
⑵　懲戒処分の状況…処分者数１人（減給）

７　職員の退職管理の状況
⑴　再就職情報の届け出
　管理職職員（課長級以上）であった者は、離職後２年間のうちに民間企
業などに再就職した場合、離職時の任命権者に対し再就職情報を届け出
することとしています。

⑶　退職の状況

⑷　部門別職員数の状況と主な増減理由（各年４月１日現在）

８　職員の研修の状況

⑵　離職した管理職職員の再就職の状況

10 公平委員会の業務の状況
⑴　勤務条件に関する措置要求の状況…１件
⑵　不利益処分に関する審査請求の状況…０件

⑶　年次休暇の取得状況

注：退職者数には、再任用職員、臨時的任用職員、非常勤職員などは除いています。「その他」
には、死亡などによる退職を計上しています。

注：職場などにより上記と異なる場合があります。

２　職員の人事評価の状況
　職員の職務で発揮した能力や業績について、人事評価を行い、評価結
果を人事異動などに活用しています。

注１：市長および副市長の期末手当は年間3.25月分です。議長、副議長および議員の期末
手当は年間3.2月分です。

１　職員の任免および職員数に関する状況
⑴　職員採用試験による採用の状況

注：「※」の休暇については、会計年度任用職員にも付与されます。休暇期間は異なる　　
　場合があります。

試験区分 人　数 試験区分 人　数

上　　級

行政事務 26人 看護師 5人
土木 6人 管理栄養士 1人
消防吏員 2人 臨床検査技師 2人
病院局事務職（係長級） 1人 助産師 4人
病院局事務職 2人 薬剤師（次長級） 1人
行政事務A 5人 診療放射線技師 1人

初　　級 行政事務B（障害者対象） 4人 病院局
任期付職員

契約調達 1人
消防吏員 1人 医事 1人

保 育 士 6人 合　計 69人

区　分 新規採用 任期更新 合　計
常時勤務職員（根拠法令：地方公務員法第28条の４） 0人 0人 0人
短時間勤務職員（根拠法令：地方公務員法第28条の５） 25人 121人 146人

区分 定年退職 勧奨退職 普通退職 その他 合　計
退職者数 56 人 19 人 23 人 0 人 98 人

区　分 職員数 対前年
増減数 主な増減理由令和２年 令和 3 年

一般行政部門

議会 15人 15人 0
総務 281人 297人 16 組織改正に伴う増員など
税務 98人 98人 0
民生 417人 409人 ▲  8 組織改正に伴う減員など
衛生 255人 255人 0
労働 0人 0人 0

農林水産 46人 47人 1 欠員補充による増員
商工 26人 25人 ▲  1 業務体制の見直しによる減員
土木 149人 146人 ▲  3 組織改正に伴う減員など
小計 1,287人 1,292人 5

特別行政部門
教育 429人 422人 ▲  7 業務体制の見直しによる減員など
消防 250人 251人 1 欠員補充による増員
小計 679人 673人 ▲  6 

公営企業等
会計部門

病院 439人 443人 4 診療部の体制見直しによる増員
水道 130人 127人 ▲  3 欠員不補充による減員
交通 52人 47人 ▲  5 欠員不補充による減員

下水道 80人 78人 ▲  2 欠員不補充による減員
その他 89人 88人 ▲  1 組織改正に伴う減員など
小計 790人 783人 ▲  7

合計 2,756人 2,748人 ▲  8

給　料 期末・勤勉手当 職員手当
7,986,281 千円（61.8%） 3,270,967 千円（25.3%） 1,662,717 千円（12.9%）

給　料 期末手当 職員手当
923,109 千円（79.0%） 130,132 千円（11.1%） 115,985 千円（9.9%）

職員給与費（フルタイム会計年度任用職員を除く。）　12,919,965千円

職員給与費（フルタイム会計年度任用職員）　1,169,226千円

区　分
国 徳島市

初任給 初任給 経験年数
10 年 15 年 20 年

一般行政職（大学卒） 182,200円 182,200円 255,624円 304,890円 362,125円
技能職（高校卒） 147,900円 147,900円 ― ― 313,360円
高等学校教育職（大学卒） ― 204,000円 309,088円 373,526円 393,016円
幼稚園教育職（大学卒） ― 204,000円 301,742円 344,896円 373,859円

区分 平均給料月額 平均年齢 区分 平均給料月額 平均年齢
一般行政職 325,401円 42.08歳 高等学校教育職 391,237円 44.06歳
技能職 363,971円 52.00歳 幼 稚 園 教 育 職 367,000円 43.08歳

区　分 令和２年度支給割合

期末手当
勤勉手当

支給期 期末手当 勤勉手当
 ６月期 1.30月分 0.95月分
12月期 1.25月分 0.95月分
合　計 2.55月分 1.90月分

職制上の段階、職務の級などによる加算措置あり

退職手当

勤続年数 自己都合 定年・勧奨
20年 19.6695月分 24.58688月分
25年 28.0395月分 33.27075月分
35年 39.7575月分     47.709月分

令和２年度退職者平均支給額     5,605千円     21,347千円
最高限度額　47.709月分

区　分 支給額

扶養手当 扶養親族
配偶者・父母など

部長級の職員 3,500 円
上記以外の職員 6,500 円

子 10,000 円
16 ～ 22 歳の子の加算 5,000 円

住居手当 ♦借家など･･･家賃の額に応じて28,000円を限度に支給
♦持ち家･･･支給なし

通勤手当
♦バスなどの利用者･･･運賃額に応じて月額55,000円を限度に6カ月定期券の価額を一括
支給
♦自家用車などの利用者･･･距離に応じて5,000円～ 23,900円を支給

市　長 1,118,000 円 議　長 714,000 円
第一副市長 896,000 円 副議長 647,000 円
第二副市長 844,000 円 議　員 606,000 円

開始時刻 8：30 休憩時間 12：00 ～ 12：45 1 週間当たりの勤務時間 38 時間 45 分
終了時刻 17：00 週休日 土曜日、日曜日

区分 休暇期間 区分 休暇期間

年次休暇※
１暦年について20日（前年に残日数が
ある場合は、翌年に限り20日を限度
として繰り越し）

男性職員の育
児参加

配偶者の産前産後の期間中に、出
産に係る子どもまたは小学校就学
前の子どもを養育する場合で、当
該期間に 5 日以内婚　姻※ ７日以内

出　産※
医師または助産師の証明に基づく出産
の予定日以前 8 週間（多胎妊娠の場合
は 14 週間）以内において、女性職員
が申し出た期間および産後８週間

忌　引※
職員の親族などが死亡した場合、
続柄や生計関係により 1 日～ 7 日
以内

令和元年 13.3 日 令和 2 年 13.2 日

区分 育児休業 うち新規
取得者数 114 人 43 人

区分 部分休業 うち新規
取得者数 69 人 37 人

区分 育児
短時間勤務 うち新規

取得者数 １人 １人

退職者数
(課長級以上)

左のうち再就職者数
再任用職員 民間企業など

32 人 ９人 22 人

区分 受講者数 研修内容など
基本研修 679 人 新規採用職員研修、課長研修など
専門研修 797 人 実務実践力強化合同研修、人権問題研修など
派遣研修 88 人 徳島県自治研修センターなど

［問い合わせ先］人事課（(621－5023　 624－3125）
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　引っ越しにより出た不用品やダンボール箱
などの一時的な多量ごみは、市では収集して
いません。ごみを分別し、次の各施設に直接
持ち込むか、市が許可した収集業者へ処分を
依頼してください。
◆燃やせるごみ（古紙類を除く）※有料
▶東部環境事業所施設課（論田町元開　(662－0941）
▶西部環境事業所施設課（国府町北岩延　(642－8402）
◆燃やせないごみ、粗大ごみ、缶・びん・ペットボトル、プラマークごみ※有料
▶三紅（飯谷町高良　(645－2198）
▶三幸クリーンサービスセンター（丈六町山根
(645－1966）
◆資源ごみ（古紙類、缶・びん・ペットボトル、古着、廃蛍光管など）※無料
▶徳島市エコステーション（城東町二）
　問い合わせは環境政策課へ
※粗大ごみ、燃やせないごみなどは回収できま
せん。

　　　　　　　　　　◇　　◇　　◇　　◇　　◇

　各施設の受付時間や収集業者など、詳しくは市ホームページを
ご覧いただくか、お問い合わせください。
［問い合わせ先］環境政策課（(621－5217・5202　 621－5210）

引っ越しシーズンの
ごみの出し方にご注意を

　法改正により、10月１日から後期高齢者医療制度に加入している世帯
のうち、一定以上の所得のある世帯については、医療費の窓口負担割合が
１割から２割に変更されます。負担割合については、被保険者の課税所得
や年金収入をもとに、世帯単位で判定します。
［２割負担引き上げ対象世帯］被保険者の課税所得が
28万円以上で、次のいずれかに該当する世帯
▶被保険者が１人＝被保険者の「年金収入＋その他の
合計所得金額」が200万円以上
▶被保険者が２人以上＝被保険者全員での「年金収入
＋その他の合計所得金額」の合計額が320万円以上
◆被保険者証を２回送付
　負担割合変更の有無にかかわらず、被保険者全員に被保険者証を７月下
旬（有効期間：８月１日～９月30日）と９月下旬（有効期間：10月１日～
令和５年７月31日）の2回送付します。
◆月間負担増加額を上限3,000円に抑制
　2割負担対象者の負担軽減措置として、令和７年９月30日まで、
医療費の払い戻しにより１カ月あたりの外来医療費の負担増加額
を上限3,000円に抑制します。
　詳しくは市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
［問い合わせ先］▶負担割合の判定＝保険年金課国保係（(621－5157　

655－9286）▶医療費の払い戻し＝保険年金課給付係（(621－5159
655－9286）

後期高齢者医療制度
医療費の窓口負担割合が一部変更

2/19 ㈯　徳島ヴォルティス
2022 シーズンが開幕

　１月14日、市立高校２年生の
皆さんが探求学習した「デザイン
を通して徳島をより良くPRする」

「食用花・エディブルフラワーの
魅力発信と知名度向上」「ふるさ
と納税を増やすために」「万代中央ふ頭倉庫をダイバーシティとインクルー
ジョンの価値発信拠点に」をテーマに、活発な意見交換を行いました。
　市長は、生徒のさまざまな提案に「たくさんのヒントをいただいた。若
い皆さんがこれからのまちづくりについて考え、挑戦すること
が徳島の希望だと思っている。皆さんが取り組んでみたいこと
があれば、市も応援し協力したい」と話しました。
　詳しくは市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
［問い合わせ先］広報広聴課（(621－5091　 655－9990）

『市長とわくわくトーク』を開催とわくわくトーク』を開催
　ことしのサッカー J2リーグは2月19日㈯に開
幕します。徳島ヴォルティスは、ホームの鳴門・
大塚スポーツパークポカリスエットスタジアムで
ツエーゲン金沢と対戦します（14：00キックオフ）。
　2022シーズンのスローガンは「成遂（なしとげ
る）」。１年でJ１復帰のチャレンジを「成功」させ、J１定着にむけて経営

面で「成果」を上げ、徳島ヴォル
ティスをもっと「成長」させると
いう想いが込められています。
　スタートダッシュの成功に向
け、スタジアムで皆さんの熱い声
援を届けましょう。

［問い合わせ先］文化スポーツ振興課（(621－5318　 624－1281）

■3～ 4月のホームゲーム日程
開催日 キックオフ 対戦チーム
3/  6㈰ 14：00 東京ヴェルディ
3/12㈯ 14：00 ロアッソ熊本
3/23㈬ 19：00 ブラウブリッツ秋田
4/  3㈰ 14：00 V・ファーレン長崎
4/20㈬ 19：00 いわてグルージャ盛岡
4/27㈬ 19：00 モンテディオ山形

　アスベスト（石綿）混入の有無にかかわらず、珪藻土マット・コースター
などは家庭ごみとして出さないでください。ごみ処理施設へ直接持ち込み
もできません。廃棄する際は製造したメーカーに回収を依頼してください。
◆主な対象メーカーと対象製品

◆メーカーが不明な場合は市役所10階環境政策課で回収
　製品をビニール袋に入れ、テープなどで密封した状態で、市役
所10階環境政策課へお持ちください（回収手数料不要）。
※製品を密封していない状態で持ち込まれた場合は回収不可。
　詳しくは市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
［問い合わせ先]環境政策課（(621－5217・5202　 621－5210）

　新型コロナウイルスの感染防止のため、市・県
民税の申告は、原則郵送でお願いします。
［対象者］▶給与所得または公的年金等所得以外
の所得があった人▶源泉徴収票に記載のない控除

（医療費控除など）を受けたい人――など※所得
税の確定申告をする人は、原則として申告不要。
［提出方法］申告書を郵送で、市民税課（〒770－8571　幸町２－５）へ。
なお、添付書類が必要な場合があります。※申告書は、前年度に
市・県民税の申告をした人などに送付しています。また、希望者
にも送付します（市ホームページからダウンロード可）。
◆申告受付会場（市役所２階市民税課）を開設
　申告・相談を希望される場合は、希望日の４開庁日前までに電話で予約
が必要です。来庁される場合は、正しいマスクの着用やアルコール消毒、
待機中のソーシャルディスタンスの確保にご協力をお願いします。
［とき]３月15日㈫まで各日９：00 ～ 16：00※土・日・祝日を除く。
［問い合わせ先]市民税課（(621－5063 ～ 5065　 621－5456）

市・県民税（住民税）の申告は
３月15日㈫まで

珪藻土マット・コースターなどは
家庭ごみに出さないで

対象メーカー 対象製品 問い合わせ先

株式会社堀木工所 CARACOバスマット、コース
ター、エコ・ホリン（消臭・調湿材） (0120－001－937

株式会社カインズ バスマット、調湿ボード、 
吸水トレイ、除湿シート (0120－659－337

サントリースピリッツ株式会社 サントリー樽ものがたり（コース
ター） (0120－050－310

株式会社ニトリホールディングス サラサラコースター、 
カイテキサラサラバスマット (0120－209－993
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住民税非課税世帯等への臨時特別給付金

　新型コロナウイルス感染症の影響により、困難に直面している世帯
の暮らしを支援する臨時的措置として1世帯当たり10万円を支給。
※住民税が課税されている者の扶養親族のみで構成される世帯を除く。
①令和３年12月10日現在、住民税が非課税の世帯
　対象の世帯主に申請書を発送しています。必要事項を記入し返送してください。
②令和３年１月以降に家計が急変した世帯

世帯全員の１年間の収入見込み額が、住民税非課税世帯水準相当額以下となる
世帯。年間収入の目安▶単身の場合＝96万5,000円▶母・子１人世帯の場合＝
146万9,000円

　DV等避難中でも受給できる場合があります。
◇　◇　◇　◇　◇

　感染症対策のため、できるだけコールセンターにお問い合わせください。
徳島市住民税非課税世帯等給付金事業コールセンター（(602-1273　平日

８：30 ～ 17：00）

トクシィ10歳記念イベント

　本市のイメージアップキャラクター「トクシィ」
が2月23日に10歳の誕生日を迎えることを記念
し、パネル展などのイベントを開催します。
◆パネル展
　トクシィがイベントなどで活躍する10年間の
活動写真やぬいぐるみなどを展示。

２月23日㈷～ 28日㈪各日10：00 ～ 19：00※28日㈪は17：
00まで。 はこらいふ図書館ギャラリー（アミコビル６階）※23
日㈷はアミコビル東館側からのみ入場可。

    お祝いメッセージを募集お祝いメッセージを募集
　SNS、はがきでトクシィへのお祝いメッセージを募集していま
す。抽選でトクシィのグッズをプレゼント。

［募集期間］２月28日㈪まで
［応募方法］▶TwitterまたはInstagramにトクシィの写真とお祝
いメッセージ、ハッシュタグ「＃トクシィおめでとう」をつけて投稿
▶はがきにトクシィの10歳を祝うメッセージを記入しにぎわい
交流課（〒770-8571　幸町２- ５）へ

◇　◇　◇　◇　◇
　詳細はお問い合わせください。

にぎわい交流課（(621-5232　 621-5457）

おしらせ

新型コロナワクチン
３回目接種情報

◆接種券の発送
＜65歳以上の人＞

＜18歳～ 64歳の人＞

◆接種の予約
　接種券番号が
必要です。
<個別接種(医療機関)>
　直接またはコールセン
ター、インターネットから
申し込んでください。
<集団接種>
　アミコビル東館（アミ
コラインパーク・徳島駅
前西地下駐車場１時間無
料）・アスティとくしま（駐車場無料）
で実施。詳細は、徳島県HPをご確
認ください。
◆ワクチンの種類
　1・2回目接種と異なるワクチン

の接種も可能です。ご検討ください。
徳島市新型コロナワクチンコー

ルセンター（(621-5495、678-
8707）

水道局庁舎跡地に
駐車場を設置

　来庁者用駐車場の混雑を緩和す
るため、水道局庁舎跡地に駐車場

（33台分）を設けています。
　東側駐車場および地下駐車場が満
車の場合は、警備員が案内しますの
で、誘導に従ってご利用ください。

財産管理活用課（(621-5052
623-1008）

住民票などの交付を
本人にお知らせ

　本市では、住民票や戸
籍謄本などの証明書を
本人以外の第三者に交
付した場合、交付した事実を本人に
書面で通知する本人通知制度を導
入しています。
　３月１日から同制度の登録期間
が無期限になります。※更新時期に
あたる人は手続き不要です。
　詳細はお問い合わせください。

住民課（(621-5140　 655-
8246）

介護保険料の納付方法
65歳から変更

　65歳になると介護保険料の納
付方法が健康保険料との一括納付
から個別納付に変わります。それぞ
れの納付書を送付しますので納め
忘れにご注意ください。
　また、65歳になった翌年度から
特別徴収（年金から天引き）の対象
となる人は、順次特別徴収に切り
替わります。対象とならない人は
引き続き、納付書か口座振替で納
めてください。

　なお、市役所南館１階高齢介護
課では、キャッシュカードで口座振
替の受け付けができますので、ご
利用ください。

高齢介護課（(621-5582
624-0961）

Ｊアラート全国一斉
情報伝達試験を実施

２月16日㈬11：00 ～
［情報伝達手段］▶同報無線設備▶
NET119緊急通報システム▶徳
島市防災ラジオ▶ケーブルテレ
ビ徳島（122ch）▶国府町CATV

（112ch）▶エフエムびざん
　実際の災害と間違えないように
ご注意ください。

消 防 局 通 信 指 令 課（(656-
1190　 656-1202）

徳島市都市計画法
施行条例を改正

　条例改正により、４月
１日から、市街化調整区
域内の災害リスクの高い
災害レッドゾーン（土砂災害特別警
戒区域など）や浸水ハザードエリア
などでは、住宅や指定道路沿いの物
品販売店舗などの建築を目的とした
開発許可は原則おりなくなります。
　詳細はお問い合わせください。

建築指導課（(621-5029
621-5273）

令和３年
火災・救急統計速報値

◆火災
　昨年の火災
発生件数は83
件（前年より４
件減）で、出火
原因は、１位「たばこ」12件、2位「た
き火」11件（調査中のものは除く）で
した。火災による死者は2人、負傷者

は13人でした。
　冬は空気が乾燥し、火災が発生
しやすい環境です。火の取り扱いに
は十分注意しましょう。
◆救急
　昨年の出動件数は１万1,749件

（前年より756件増）で、出動理由
は１位「急病」7,193件、2位「一
般負傷」1,644件でした。
　大切な命、救える命を救うため
に救急車の適正利用にご協力をお
願いします。

▶火災＝消防局予防課（(656-
1193　 656-1201）▶救急＝消
防局警防課（(656-1192　

656-1201）

成年後見制度の無料相談

　成年後見制度とは、認知症・知
的障害・精神障害などで、判断能力
が不十分な人を法的に支援する制
度です。制度の利用手続きなどに
関する無料相談会を実施します。

▶弁護士相談（要予約)＝３月９
日㈬、４月13日㈬各日13：00 ～ 
16：00▶一般相談＝平日８：30
～ 17：00 成年後見支援セン
ター（沖浜東）

成年後見支援センター（(679-
4100　 625-4377）

新たに保育士として
働く人を支援

　保育士資格を持ちな
がら保育士として働い
ていない人が、県内の保
育所へ就職する場合、就職準備金
として最大20万円（１回限り。無
利子）の貸付制度が利用できます。
2年間県内の保育所で働くと返還
は免除されます。
　詳細はお問い合わせください。

徳島県社会福祉協議会（(625-
2040　 656-1173）

　新型コロナウイルスの感染
拡大の状況により、掲載して
いる内容が今後変更される場
合があります。最新情報につ
いては、市HPをご覧いただく
か、各担当課へお問い合わせ
ください。

申請方法
９月30日㈮までに、申請書（市HPからダウンロード可、市役所１階国際親
善コーナーの相談窓口などでも配布）に必要事項を記入の上、郵送で、住
民税非課税世帯等給付金担当窓口（〒770-8571　幸町２- ５）へ

必要書類 申請書、収入見込額の申立書、家計が急変したことが分かる資料など

２回目接種日 接種券発送日

令和３年７月31日以前 発送済み

令和３年８月１日～20日 2月22日㈫

２回目接種日 接種券発送日

令和３年６月30日以前 発送済み

令和３年７月１日～14日 2月16日㈬

令和３年７月15日～31日 2月22日㈫

見　本
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祝日のごみ収集
2月23日㈬は

平常どおり収集します

譲ります・譲ってください
［譲ってください］▶大人用自転車
▶ダブルベッド▶食卓テーブル▶
三人掛けソファー
　掲載品を譲りたい人、掲載品以
外で譲ってほしいもの、譲りたい
ものがある人は、はがき、電話また
はファクスで消費生活センター

（ 〒770-0834　 元 町 １-24　 ア
ミ コ ビ ル ３ 階　(625-2326　

625-2365）へ

募　集

徳島市消防団機能別団員
（女性・学生）

　本市では、消防団に女
性や大学生などが参加
しやすい環境を整備す
るとともに、大規模災害時の防災
力強化を目指し、機能別団員を導
入しています。
◆機能別団員とは
　大規模災害時の避難所運営や、
広報啓発活動に従事する消防団員
です（年間報酬や手当の支給があ
ります）。※上記ほか研修・訓練な
どに参加。

市内在住・在勤・在学で18歳
以上65歳未満の女性または学生

電話または直接、消防局総務課
（新蔵町１）へ

　詳細はお問い合わせください。
消防局総務課（(656-1191　
656-1201）

徳島市阿波おどり
公式アンバサダー 

　阿波おどりを通じた支援の輪
を広げるため、本市と一緒に阿波
おどりを盛り上げていただける

「徳島市阿波おどり公式アンバサ
ダー」（個人または法人）を募集し
ています。

［活動内容］阿波おどりの写真・動
画提供、SNSでの情報発信、阿波
おどり本番・イベントの協賛・各
種協力など
　申し込み方法など、詳
細はお問い合わせくだ
さい。

にぎわい交流課（(621-5232
621-5457）

催　し

とくしま植物園催し物

　巨大フォトフレーム型イルミ
ネーションや立体花壇、松ぼっくり
ツリーなどを展示。2月下旬から３
月上旬には蜂須賀桜も見頃を迎え
ますので、ぜひお越しください。※

イルミネーションの点灯は17：00
～ 22：00。

３月31日㈭まで
　詳細はお問い合わせ
ください。

とくしま植物園緑の相談所
（(636-3131　 636-3132）

学校給食食育パネル展

　市内の児童・生徒から募集した
徳島県産の冬野菜を使った料理の
紹介、学校給食に関するポスター
コンクール優秀作品などを展示。

２月19日㈯～ 21日㈪９：00
～ 21：00※20日 ㈰ は17：00、
21日㈪は12：00まで。 ふれあ
い健康館１階きっかけ空間

体育保健給食課（(621-5416
655-0172）

ニュースポーツのつどい

　開催種目は
カローリング
とペタンク。

2 月 2 6 日
㈯ ９：00 ～
12：00

内町小学校体育館・運動場
市民 体育館シューズ

　参加する際は市HPを
ご覧いただくか、お問い
合わせください。

文化スポーツ振興課（(621-
5318　 624-1281）

アミコビルで行われる各種イベント

シビックセンター
◆シビック　パフォーミングアーツ
　市民参加グループ「あんさんぶる」による歌
唱・演劇・ダンスの舞台。

３月６日㈰13：30 ～ シビックセンター
さくらホール（アミコビル４階） ▶歌唱＝ソ
プラノ歌手・井上ゆかりさんの指導による「カ
イト」や「浜辺の歌」など▶演劇＝絵本朗読劇

「錦のなかの仙女（中国民話）」や「モチモチの
木」の創作人形音楽芝居など▶ダンス＝振付
師・吉本栄里子さんの指導による「セプテン
バー」や「ビリージーン」などのジャズダンス

シビックセンター（(626-0408
626-0833）

はこらいふ図書館
◆おおがたかみしばいとこうさく※要申し込み
　徳島にまつわる紙芝居の読み聞かせと、牛乳
パックで作った遊山箱にシールを飾り付け。

３月５日㈯10：30 ～ 11：20 ３歳以上
の子どもと保護者 ４組（先着）
◆図書館まるごと！バックヤードツアー※要
申し込み
　図書館のバックヤー
ドや返却ポストの裏側
など普段入ることがで
きない場所を見学。

３ 月19日 ㈯ ▶10：30 ～ 12：00▶14：
00 ～ 15：30 小学生以上（小学生は保護者
同伴） 各10人（先着）
◆やまさきじゅんよさんと絵本を作ろう！※
要申し込み
　絵本作家・やまさきじゅんよさんによる絵
本作りについてのお話と簡単な絵本を制作。

３月21日㈷14：00 ～ 16：00 小学生
と保護者 ６組（先着）

◇　◇　◇　◇　◇
電話または直接、同館へ

　詳細はお問い合わせください。

はこらいふ図書館（(654-4421
654-4423）

産業支援交流センター
◆藍染の木玉ネックレスづくりワークショップ
　藍染した木玉とコットンひもを使ってネッ
クレスを作る。

2月23日㈷▶10：30 ～▶14：00 ～
各６人（先着） 1,000円
電話またはファクス、メールで同センターへ

◆田村美奈子　藍染作品展
　藍の魅力を発信して
いる染色家・田村美奈
子さんの作品展。

2月18日㈮～３月４
日㈮

◇　◇　◇　◇　◇
同センター１階

　詳細はお問い合わせください。
産業支援交流センター（( 661-7124）

イベントニュース74　ひょうたん島川の駅連絡会
イベント名 とき ところ 内容など 申し込み・

問い合わせ先

SunSun
マーケット

2月20日㈰
10：00～15：00

新町川・阿波
製紙水際公園

農産物や海産物、特産
加工品、そう菜などを
販売。毎月第３日曜日
に開催

チャレンジ
サポーターズ

（(070-5350-
9033）

水際
コンサート

2月25日㈮
18：00～

新町川・阿波
製紙水際公園
ボートハウス前

音楽演奏とともに川を
楽しみましょう

新町川を守る会
（(090-3783-
2084　 623-
2707）

とくしま
マルシェ

2月27日㈰
９：00～14：00

しんまちボード
ウオーク周辺

テーマは「肉汁したた
る！お肉フェア！！」
約70のパラソルが軒
を連ねる産直市

とくしま
マルシェ事務局

（( 678-
2117）

蜂須賀桜を
見て歩き
～早春の桜
を楽しむ～

３月６日㈰
10：00～12：30
頃（９：50集合）

ＪＲ徳島駅改札
（集合場所）

蜂須賀桜は、ソメイヨ
シノより数週間早く花
を咲かせます。古木や
植樹された桜を見なが
ら、まち歩きガイドと
歩きます。
参加費は500円（保険
料、和菓子、ガイド代）

ツーリズム
徳島

（(090-
2784-6416）

▲▲立体花壇立体花壇
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ふれあい健康館各講座

▶前期講座＝３月15日㈫▶短期講座＝講座開催日の10日前――まで
に、電子申請か、はがき（１枚１講座）に〈住所/名前/性別/年齢/電話番号/
希望の講座名〉を記入し、ふれあい健康館（〒770-8053　沖浜東2-16）へ
◆ふれあいパソコン
　パワーポイントでお花見動画を作ろう。

３月29日㈫13：00 ～ 15：00 ９人（先着） 2,300円
３月22日㈫までに電子申請または電話で同館へ

　詳細はお問い合わせください。
ふれあい健康館（(657-0194　 657-0189）

動物園のひなまつり

　LEDでできた動物のひな飾りや
変わりひな人形を展示。先着200
人に記念品をプレゼント。

2月27日㈰
［入園料］大人600円、中学生以下
無料
　詳細はお問い合わせください。

とくしま動物園北島建設の森
（(636-3215　 636-3218）

モラエス展示場イベント

◆ひな祭りを祝う
　折り紙でひ
な人形作りな
ど。

３月2日㈬
13：30 ～
15：00
◆モラエス展示場まつり
　創作落語、クイズ、阿波おどりの
ぞめき（三味線の演奏）など。

３月19日㈯10：30 ～ 12：00
◇　◇　◇　◇　◇

各20人程度
各イベント前日までに電話で同

展示場へ
モラエス展示場（(625-2491）

徳島城博物館イベント

◆徳島城跡ぐるりんツアー
　徳島城跡と旧徳島城表御殿庭園
の見学、蜂須賀茂韶に関する講演
会。

３月13日㈰10：00 ～ 12：00
徳島城博物館（集合場所）
30人（先着） 350円（入館料、

保険代込み）
３月12日㈯までに、電話で同館

へ
◆蜂須賀時代絵巻　時代行列
　時代衣装を着用し、時代行列に
参加する人を募集。※着付けに協
力してくれる人も募集。

４ 月 ３ 日 ㈰12：00 ～ 16：
00 衣装合わせ会（３月26日㈯
13：30 ～）に参加できる人で、
▶男性＝160 ～ 180㌢▶女性＝
150 ～ 170㌢で髪が長い人

男性15人、女性10人(先着)
３月15日㈫（必着）までに、はが

きに「時代行列参加希望」と明記し
〈住所/名前/電話番号/身長〉を書
いて、徳島城博物館（〒770-0851　
徳島町城内１- ８）へ

徳島城博物館（(656-2525
656-2466）

講座・教室

徳島ガラススタジオ
春の短期講座

　 一 輪 挿 し
の 花 瓶 を 制
作。

2 月27日
㈰ ９：30 ～
12：00、３ 月 ６ 日 ㈰13：30 ～
16：00

18歳以上の人 ８人（先着）
4,050円（市外在住の人は4,355円）

※材料費込み。
電話で同スタジオへ

　詳細はお問い合わせ
ください。

徳島ガラススタジオ（(669-
1195　 669-1221）

認知症フレンドリー
オンライン講座

　認知症につ
いての理解を
深 め、認 知 症
の人とともに
生きる社会を
講話や動画を通じて考える講座

（Zoomで開催）。
３月14日㈪13：30 ～ 15：00
市内在住の家族を介護している

人や介護に関心がある人
40人（先着）
３月４日㈮までに、〈住所/名前

/電話番号〉をメールで地域包括支
援センターへ
　詳細はお問い合わせ
ください。

地域包括支援センター（(0120-
24-6423　 624-6675）

とくしま植物園各教室

◆緑の相談員コース
　苔玉・苔山を制作。

３月19日㈯10：30 ～ 12：00
1,500円

◆雑草いけばな教室
　春の草花でテーブルフラワーを
生ける。

３月27日㈰10：00 ～ 12：00
1,000円

◇　◇　◇　◇　◇
市内在住・在勤・在学の人
各10人（抽選）
2月25日㈮（消印有効）まで

　申し込み方法など、詳
細はお問い合わせくだ
さい。

と く し ま 植 物 園 緑 の 相 談 所
（(636-3131　 636-3132）

健　康

ロコモティブシンドローム
市民公開講座を放送

　整形外科医
師などによる
ロコモティブ
シンドローム

（ 骨 や 筋 肉 な
どの衰えにより歩行などに支障が
ある状態）の予防につい
ての講座をテレビトク
シマ（111ch）で放送し
ます。

2月22日㈫～３月６日㈰▶火曜
日・木曜日＝13：00 ～▶土曜日
＝19：00 ～▶日曜日＝12：00 ～

徳島市医師会（(625-4617）、
健康長寿課（(621-5512 

655-6560）

◆コミカレ短期講座
講座名 日程 定員 受講料

写真の撮り方講座 ３月４日㈮
10：00 ～ 11：30 20人 1,100円

バランスボールで
ストレッチ

３月６日㈰
10：00 ～ 11：30 20人 600円

ベビースキンケア教室 ３月15日㈫
13：00 ～ 14：30 15組 1,600円

親子運動遊び＆
絵本の読み聞かせ

３月16日㈬
10：00 ～ 11：15 20組 1,100円

春フォト＆
手形足型アート作り

３月17日㈭
①10：00 ～ 11：00
②11：15 ～ 12：15

各10組 1,600円

旬を味わう彩りクッキング ３月18日㈮
10：00 ～ 12：00 20人 1,400円

※受講料は材料費込み。応募者多数の場合は抽選。

◆コミカレ前期講座
曜日 講座名 時間 定員

月

楽しい藍染め 10：00～12：00 20

三味線 13：00～14：30 15

ふれあい真向法体
操 13：30～15：30 20

火

もっと気軽に
イングリッシュ

初級 13：00～14：00 20

中級 14：30～15：30 20

わくわく陶芸教室（A) 18：30～20：30 24

水

楽しい南京玉すだれ 10：00～11：30 20

わくわく陶芸教室（B) 18：30～20：30 24

誰でもできる横笛 18：30～20：30 20

夜間ヨーガ（水曜日） 19：00～20：30 30

親しみやすい英会話
（中級） 19：00～20：00 20

木

ペン習字・ボールペ
ン字 10：00～11：30 24

水彩画 13：30～15：30 25

子ども硬筆 17：00～18：00 15

※応募者多数の場合は抽選。

曜日 講座名 時間 定員

金

やさしい仮名書道 10：00～11：30 24

フレンドリー
水墨画 10：00～12：00 20

親子で一緒に
楽しく英語で
遊ぼう

A 13：00～13：40 10

B 14：00～14：40 10

バランスボール
（中級） 16：00～17：30 20

楽しい尺八 18：00～20：00 15

初めての
ギター教室 18：30～20：00 20

夜間ヨーガ
（金曜日） 19：00～20：30 15

土

バランスボール
（初級） 10：00～12：00 20

気功養生法 10：00～11：30 20

プリザーブド
フラワー 13：30～15：30 20
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3
無料
相談

月の

　 ■生活の相談  ■こころの相談  ■からだの相談 （　）内は対象

暮らしの相談（市内在住の人）

　市内在住の人などを対象に、さまざまなお悩みや
疑問にお答えする無料の相談窓口があります。
　新型コロナウイルス感染症の影響で、相談が中止
または電話相談になる場合があります。事前にお問い
合わせください。お越しの際には、体調確認、検温や
マスクの着用の徹底などへのご協力をお願いします。

◆さわやか窓口相談室（市役所１階）　(621-5200･5129　 621-5128

商品購入やサービス利用に伴う
トラブル相談

10：00 ～ 17：00
［休］火曜、祝日、年末年始

消費生活相談（徳島市、石井町、神山町、佐那河内村内在住の人）
◆消費生活センター（アミコビル３階）　(625-2326　 625-2365

からだの相談（市内在住の人）※要予約

■保健師による相談（ふれあい健康館もしくは市役所）

■管理栄養士による相談（ふれあい健康館もしくは市役所）

■健康運動指導士による相談（ふれあい健康館もしくは市役所）

健康相談・COPD予防相談・
禁煙支援相談 ８日㈫ 13：00～15：00

もの忘れ予防相談 16日㈬ 9：30～11：30
歯科医師相談 17日㈭ 13：00～15：00
糖尿病相談 2日㈬・23日㈬ 14：30～16：30

※相談時間は１人30分程度。

◆健康長寿課　(621-5521　 655-6560

健康相談 毎週月～金
［休］祝日、年末年始

9：00 ～ 12：00
13：00 ～ 16：00

栄養相談 毎週月～金
［休］祝日、年末年始

9：00 ～ 12：00
13：00 ～ 16：00

運動相談 毎週月～金
［休］祝日、年末年始

9：00 ～ 12：00
13：00 ～ 15：00

■医師による相談（ふれあい健康館）

弁護士相談（注１） 毎週水曜・11日㈮ 13：00 ～ 16：00

司法書士相談 毎週月・水・金曜 10：00 ～ 12：00
行政書士相談 毎週火曜 10：00 ～ 12：00
公証人相談 15日㈫ 13：00 ～ 16：00
社会保険労務士相談（年金相談） 10日㈭ 13：00 ～ 16：00
土地家屋調査士相談 ３日㈭・17日㈭ 10：00 ～ 12：00

不動産相談
10日㈭ 10：00 ～ 12：00
22日㈫ 13：00 ～ 16：00

行政相談員相談 休止中
住まいづくり相談 24日㈭ 10：00 ～ 13：00
交通事故相談 毎週月・水・金曜 9：00 ～ 15：30
心配ごと相談（家庭の悩みなど） 毎週月～金曜 8：30 ～ 17：00

※いずれの相談も祝日は休みます。
（注１）弁護士相談は予約制で３月2日㈬８：30から電話で予約を受け付けます（先着）。弁護士
相談実施日は３月９日・11日・16日・23日・30日（各日６人で1人30分以内）です。

女と男生き方相談（市内在住・在勤・在学の人）

人権擁護委員による人権相談 １日㈫・15日㈫ 13：30～16：00

人権相談（市内在住の人）
◆人権推進課相談室（市役所2階）　(621-5040･5169　 655-7758

一般相談・カウンセリング
［電話・面談（要予約）］

10：00 ～ 18：00
（受け付けは17：00まで）
［休］日曜、火曜、祝日、年末年始

夜間相談 
［電話、面談ともに要予約］

2・９・16日㈬
18：00～20：00

４・11・18日㈮
※無料託児あり（１歳～就学前）。３日前までに要予約

◆男女共同参画センター（アミコビル４階）　(624-2613　 624-2612

健　康

子宮頸（けい）がん検診は
３月31日㈭まで

　子宮頸がんは、20歳
代後半から40歳代で近
年増加傾向にあります。
ぜひ受診してください。

３月31日㈭まで 県内委託医
療機関 20歳以上で偶数年齢の
女性（令和４年３月31日時点の年
齢）※60歳未満の人は、今年度奇
数年齢でも昨年度未受診の場合は
対象。 1,200円（免除制度あり）
　受診はがきを紛失した人は健康
長寿課までお問い合わせください。

健康長寿課（(621-5512
655-6560）

高齢者肺炎球菌ワクチン
予防接種

　肺炎は日本人の死因上
位で、その主な原因とな
るのが肺炎球菌です。予
防接種を受けることで重症化を防
ぐ効果が期待できます。※新型コロ
ナワクチンなど他のワクチンと合
わせて接種する場合、一方のワクチ
ンを接種してから２週間の間隔を
空ける必要あり。

３月31日㈭まで 県内委託医
療機関 ▶令和３年４月２日か
ら令和４年４月１日に65・70・
75・80・85・90・95・100
歳になる人（23価肺炎球菌ワクチ
ンの接種が初めての人に限る。対
象者には個人通知済み。接種回数

は1回）▶60 ～ 64歳で、心臓、腎
臓、呼吸器などに重い病気がある
人（接種前に健康長寿課にお問い
合わせください） 4,000円※生
活保護世帯に属する人は免除。

健康長寿課（(621-5523　
655-6560）

麻しん（はしか）・風しん
予防接種は３月31日㈭まで

　麻しん・風しん混合予防接種は
１期（１～2歳の誕生日の前日ま
で）と２期（小学校入学前の１年
間）の２回です。
　令和３年度の２期の対象は、平
成27年４月２日～平成28年４月
１日生まれの人で、接種期限は３
月31日㈭までです。※麻しん・風
しんの両方にかかった
ことがある人は対象に
はなりません。

子ども健康課（(656-0540　
656-0514）

若い世代の血糖測定

　自己血糖測定、健康相談、栄養相
談など。

３月２日㈬・23日㈬各日12：
30 ～ 14：00（１人30分程度）

ふれあい健康館２階健康相談室
健診を受ける機会のない20 ～

39歳の市民※今年度同事業を利
用していない人。 過去の健診結
果（出産経験がある人は母子健康
手帳）

電話で健康長寿課へ　
健康長寿課（(621-5521
655-6560）

介護予防運動教室

　元気で自立した日常生活を続けるために、運動の大切さや毎日実践で
きる運動プログラムを学ぶ教室を開催。

65歳以上の市民で、次のいずれかに該当する人▶足腰や筋肉の衰えを
感じ、生活機能が低下している▶介護予防・日常生活支援総合事業にお
ける事業対象者▶介護保険の要支援認定を受けている（通所系サービス
との併用不可）

電話で地域包括支援センター（(0120-24-6423）へ。申し込み受け付
け後、同センターの職員が訪問し手続きのお手伝いをします

健康長寿課（(621-5574　 655-6560）

施設名 とき 定員（先着）
デイサービスとみだ（中昭和町３）★ 毎週金曜13：30 ５人

三成会　キュアセンター（南矢三町三） 毎週火曜15：00 ２人

ケアハウス　エルベ（勝占町松成）★ 毎週月曜 ９：30 ４人

健祥会　デイセンター一心太助（南沖洲四）★ 毎週木曜10：00 ３人

国府リハビリテーション　フェニックス（国府町井戸） 毎週水曜15：00 ３人

健祥会　デイサービスセンター徳島（国府町東髙輪）★ 毎週月曜10：00 ３人

４月から毎週１回実施。期間は３カ月間。★の施設は送迎あり（1回300円）


