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新町西地区再開発事業の事業計画変更を認可しました新町西地区再開発事業の事業計画変更を認可しました
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◆新町西地区市街地再開発事業施設配置図
　市街地再開発事業は、都市計画事業として実施することが定められており、新
町西地区においても市民の意見聴取や都市計画審議会などの手続きを経て、令和
４年12月６日に都市計画の変更決定を行いました。これにより再開発事業の施
行区域などが決まったため、再開発組合から本市に対し事業計画の変更申請が行
われ、審査の結果、同年12月23日に事業計画変更を認可しました。
　新たな事業計画では、まちなか居住の促進を図るためマンションが配置される
とともに、新町川沿いにはホテルと「川の駅」が整備され、新たなリバーフロン
ト景観を形成することとしています。また、新町橋通りに面して広場と商業施設
を配置することで、憩いとにぎわいの創出を目指すこととしています。
　なお、事業費は、公共施設部分の整備費を含め約126億円（補助金：国・市 各
約22億円）となっており、スケジュールは、令和５年３月までの権利変換計画の
認可を経て、同年６月頃から既存建物の解体除却工事に着手するとともに、令和
６年１月頃には建築工事に着工し、令和８年７月頃の工事完了を見込んでいます。 ［問い合わせ先］都市建設政策課（(621－5270　 621－5273）

都市計画変更決定に係る市民の意見聴取手続きにおいて出されたいくつかの質問にお答えします。
●マンションやホテルなどの民間施設の整備
に対して、なぜ国や市の補助金が使われるの
ですか？
　市街地再開発事業は、老朽化した建物の密集
や土地利用の細分化などにより街の機能が低下
している地域を再整備し、機能性、効率性、利
便性の高い街へつくり直すことを目的とするも
のです。土地の高度利用によって生まれる床を
売却して、事業費を捻出する仕組みがとられ、
さらに補助制度を設けることにより、民間投資
による都市の再生を促すものとなっています。
補助金は、国が定めた要綱に沿って土地整備や
建物の共用部分の整備に充てられます。
　なお、全国では、すでに1000カ所近くの再
開発事業が行われていますが、マンション・ホ
テル・商業施設などは最も一般的なものです。

●高層のマンション（14･15階建）やホテル
（11階建）により眉山の景観が損なわれませ
んか？
　今計画では、できる限り眉山の景観を損なわ
ないよう、新町橋通り側に広場を設けることに
より建物の位置を６㍍程通り側から後退させた
り、住宅商業棟の一部を手前の建物の死角に入
るように配置しています。また意匠や色彩等に
おいても、景観との調和を図るための工夫を施
したりすることで、景観審議会において、景観
計画を踏まえ「眺望景観の保全に努めた」もの
と認められています。新町橋の視点場から見え
なくなる眉山の稜線は、現在の10分の１を相当
程度下回るものになると見込まれており、老朽
化した施設が建て替わることによる景観面への
プラス効果が期待されています。

●再開発事業の施行区域が虫喰い状になっ
ていることに問題はないのですか？

　市街地再開発事業では、３分の２の権利者の
同意があれば事業を進めることができる強い権
限が認められていることから、虫喰いの一部を
強制的に一定事業区域に取り込んできても、事
業が成立した可能性はあると考えられます。し
かし、同地域においては、長年開発を巡る紆余
曲折が続いてきた中で、関係者も高齢化してい
ることから、再開発組合においては、できるだ
けスムーズに事業を進められるよう、旧エリア
の全組合員に対し意向調査を行った上で、参加
意向のない権利者を無理に巻き込まない方針が
とられたものであり、市としても過去の経緯や
当事者の意向を尊重し、区域を定めたものです。

事業計画変更概要

　徳島市では、徳島市中心市街地活性化基本計画に基づき、活力とにぎわいあ
ふれるまちに向けた取り組みを進めています。今号では、新町西地区市街地再開
発事業の事業計画変更を認可したことを踏まえ、同事業についてご紹介します。

▲新町西地区市街地再開発事業の完成イメージ

◆市街地再開発事業の背景◆

　新町西地区は、中心市街地のまちづくりを進めていく上でとても重
要な地区ですが、「建築物の老朽化」などが進み、同地区の衰退は深
刻さを増しており、まちの再生を図ることが急務となっています。
　新町西地区市街地再開発組合が新たに取り組むこととした市街地再
開発事業は、新町エリアの定住人口・交流人口の増加に貢献するもの
であるため、本市も円滑に事業が進むよう支援していくこととしてい
ます。

◆事業の効果◆

　再開発事業により事業投資による経済効果や、市財政においても、
固定資産税や都市計画税の増収、市外から住民が移り住んでいただく
ことによる住民税や消費面での効果が期待されます。
　このほか、景観面やイメージの向上による来街者の増加、広場など
オープンスペースの整備によってもたらされる憩いの場としての機能
や地域活性化の機能向上など、もともと土地の価値の高いエリアをそ
れに見合った機能を発揮するよう再生することは、さまざまな面で公
益の増進に寄与するものと考えられます。

令和５年１月１日現在（前月比）　人口／249,040人（－126）　男／118,369人（－63）　女／130,671人（－63）　世帯数／122,044世帯（－32）　面積／191.52㎢
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 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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※申請が必要な人へ１月上旬に申請書を送付しています。
［申請方法］３月３日㈮（消印有効）までに、申請に必要な書類を、
郵送または直接、市役所１階国際親善コーナー特設窓口（〒770
－8571　幸町２－５）へ
　詳しくはお問い合わせください。

［問い合わせ先］▶支援金コールセンター（(676－3869　平日８：30 ～
17：00）▶子育て支援課（(621－5194　 655－0380）

中学生までの児童を養育する中学生までの児童を養育する
子育て世帯に支援金を支給子育て世帯に支援金を支給

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する
中、エネルギーや食料品などの価格高騰等に直面す
る中学生までの児童を養育する子育て世帯に、市独
自の子育て世帯物価高騰対策支援金を支給します。
[支給額]児童など１人当たり１万円
[対象者]次の①、②いずれかに該当する人

会計年度任用職員を募集
　会計年度任用職員とは、多様化する行政需要に対応するため、職員の補助
として１会計年度の範囲内で任用される一般職の非常勤職員です。
◆一般事務（障害者対象）※フルタイム勤務・パートタイム勤務

［任用期間］４月１日～令和６年３月31日（更新あり）
［給与］▶フルタイム＝月額15万4,603円～ 17万4,894円
▶パートタイム＝月額12万3,682円～ 14万1,043円
※通勤・期末手当などあり。
［募集人数］フルタイム、パートタイム合わせて５人程度
［申し込み方法］２月２日㈭までにハローワーク徳島窓口へ
［選考試験］２月３日㈮にハローワーク徳島で面接
［問い合わせ先]人事課（(621－5023　 624－3125）
◆選挙事務
　期日前投票事務や開票事務などに従事。

［任用期間］２月27日㈪～５月12日㈮までの期間のうち、7～ 11週間
※勤務開始日は決まり次第連絡。

［勤務時間］８：30 ～ 17：00（時間外勤務、休日勤務あり）
［給与］月額15万483円～ 17万877円※４月から増額改定あり。勤務日数
によって日割り計算。時間外勤務手当などあり。
[募集人数] ８人程度

［申し込み方法］２月10日㈮までに、申込書（市ホームページからダウンロ
ード可）を、直接、市役所９階選挙管理委員会事務局へ
※事前に選挙管理委員会事務局にご連絡ください。

［選考試験］申込書提出時に面接
［問い合わせ先］選挙管理委員会事務局（(621－5373　 626－4352）
◆保育所等調理員※フルタイム勤務
　市立保育所・認定こども園で、調理業務や清掃業務
などに従事。
[任用期間] ４月１日～令和６年３月31日（更新あり）

［給与］月額15万2,131円～ 17万2,422円※通勤・
期末手当などあり。

［申し込み方法］１月18日㈬（必着）までに、申込書（市ホームページから
ダウンロード可）を、郵送または直接、ふれあい健康館３階子ども保育課

（〒770－8053　沖浜東２－16)へ
［選考試験］１月22日㈰にふれあい健康館で面接
［問い合わせ先］子ども保育課（(621－5195　 621－5036）

◇　　◇　　◇　　◇　　◇
　募集案内・申し込み方法など、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。

ネーミング・ライツパートナー企業を募集

　徳島市では、施設の有効活用や利用促進、自主財源の確保を図るため、
ネーミング・ライツ制度（施設命名権の売却）を導入し、パートナーとなる
企業を募集しています。
　パートナー企業は、施設に企業名または商品（ブランド）名の愛称を付け、
広告宣伝を行うことができます。

［愛称設定期間］令和５年４月１日から５年間
［選考方法］金額や名称などを総合的に判断して選定
［申し込み方法］２月10日㈮（必着）までに、申込書（市ホームペー
ジからダウンロード可）に必要事項を記入し、提出書類を添え
て、郵送または直接、施設所管課へ
　詳しくはお問い合わせください。

［問い合わせ先］▶ネーミング・ライツ制度について＝財産管理活用課 
（(621－5051　 623－1008）▶施設や申し込みについて＝各施設所管課

■「ネーミング・ライツ」パートナー企業募集施設一覧
区 分 募集施設名 施設所管課 問い合わせ先
更新 とくしま動物園 とくしま動物園 (636 － 3215
更新 本庁舎市民広場 財産管理活用課 (621 － 5051
更新 佐古新橋 道路維持課 (621 － 5337
更新 眉山ロープウエイ にぎわい交流課 (621 － 5231
更新 新町川水際公園 公園緑地課 (621 － 5295
新規 藍場町 1 丁目歩道橋 都市建設政策課 (621 － 5265

『市長とわくわくトーク』を開催しました
　市政について市民
の皆さんと市長が意
見交換する「市長と
わくわくトーク」を
12月20日 に 開 催 し
ました。
　「阿波おどりを未
来へつなぐ」をテー
マに、次世代の阿波
おどりを担う四国大学阿波踊り部・徳島大学雷連・徳島文理大学連・徳島
商業高等学校阿波踊り部の皆さんに集まっていただきました。
　参加者からは、「学生連としての活動の場や踊る機会を増やしたい」や

「小・中学生などにも阿波おどりを知ってもらいたい」などの熱い意見が
出され、内藤市長は「学生の皆さんの阿波おどりに対する熱い想いと、阿
波おどりを未来へつなげていくアイデアをいただくことができた。実行委
員会にも共有し、2023年夏の阿波おどりをさらに盛り上げる
ための参考にしたい」と話しました。

［問い合わせ先］広報広聴課（(621－5091　 655－9990）

[支給手続]
▶ 令和４年９月分の児童手当を本市から受給している人については、

申請不要です。
▶ 令和４年５月分の児童手当を本市から受給していたが、所得上限限

度額以上に該当したことにより、現在児童手当を受給していない人
は、申請不要です。

▶ 本市から児童手当を受給していない人（職場から児童手当を受給し
ている公務員など）は、申請が必要です。

①令和４年12月１日現在で本市に住民票があり、中学生までの児童
（平成19年４月２日～令和４年12月１日生まれ）を養育している人

[支給手続]
申請が必要です。

②令和４年12月１日現在で本市に住民票があり、本市に妊娠届を提出
した人のうち、出産予定日が令和５年４月１日までの妊婦
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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。 

　民生委員・児童委員の一斉改選が12月に行われ、以下の皆さん
が厚生労働大臣・県知事から各委員を委嘱されました（任期３年）。
お住まいの地域の各委員に相談・連絡をご希望の際は、健康福祉
政策課（(621－5175　 655－6560）へご連絡ください。

民生委員・児童委員 一覧

◎＝主任児童委員（敬称略、順不同）
内町

西田由記子、大﨑和久、田上加代子、米田泰弘、
三好一朗、豊田すみ子、吉田英夫、佐藤正志、
高橋美子、黒津由紀、福永友紀、◎武田圭子、
◎島田綠

新町
後藤正暁、矢田直子、大西広子、神野八重子、
五島いづみ、平土明、原田尚美、◎瀬部弘美、
◎原眞由美

西富田
根耒純子、和田いつ子、西田由佳、板東仁志、
野田収藏、宮本陽子、古川滋男、◎石橋典子、
◎国貞博子

東富田
辻健治、上田博美、松内富惠、中島克代、井
上年惠、岩見亮、竹原美生子、髙須賀雅美、
上原稔子、中村洋子、田中宏志、森岡雅子、
林典子、高見京子、花岡晶子、安永隆男、
◎浅田友紀、◎西村武士

昭和
濱井由紀子、菊池惠里子、吉田知代、福井和
代、安宅絹子、海野由季、南岡博志、宮井妙
子、北島義隆、三宅由恵、富登和代、大西淳
子、四宮洋子、松本久男、濵道子、六車啓子、
宮下かよ子、◎黄田美知、◎平岡恵子

渭東
吉崎千代、竹内和明、松本初美、吉﨑末美、
土橋多惠、髙岡裕紀代、森川眞吉、泰地利雄、
伊澤史明、吉田敬治、今田ゆり、森大二、木
村惠美、増川晃、中野一子、村永昌則、加藤陽、
大島佐知子、浜田恵子、益田和德、富永章子、
岡田美穂子、岡田はるみ、福井摂哉、三木雅子、
前山美千代、増田勇治、安田建三、戸川悦子、
新田陛子、◎西内元信、◎樋口隆則

渭北
河野保之、石川明美、松村満里子、黒島千晶、
大石久美子、一乗君代、落久保良江、西原伸
治、喜多憲一、樫原久美子、鎌田徳一、谷睦子、
大川雅代、木下達夫、牧野加津子、本田善三、
下内良一、白濱徹、中川由美子、寺内智子、
幾田茂仁、松田惠子、常陸佳代子、小山恵子、
牧野久美子、木下美智子、高橋幸子、中野茂樹、
小山晃弘、武市郁子、河野治恵、◎野水祥子、
◎上野由佳

佐古
前川恭子、金田治美、長尾由美子、中山早志、
山中良枝、山田明子、杉本好史、佐伯佐知子、
谷本真由美、大塚博子、古庄豊美、岩佐雅子、
黒松美恵、耒島しげ代、阿部敏博、石井仁志、
前川雅一、矢達美佐子、棚上三千子、米本和子、
平石千晶、井川志津代、◎関根一光、◎阿賀
谷恵子

沖洲
藤本光子、郡末廣、手城美代子、川口久美、
廣瀬浩基、柏原英子、湊美知子、大家智子、
石川美佐、野村壽江子、藤原榮、荒井照彦、
重本裕美子、山手智保美、三木弘伸、丸山チ
ヨ子、濱尾幸治、公文久美子、湯浅信夫、伊
川啓子、暮石洋、広岡佐知子、泰地あけみ、
川又菊美、木村美智子、浅石貴子、松田敦子、
髙橋和男、政平千枝、三木千代美、◎岩佐德雄、
◎今倉理恵子

津田
楓重隆、山本朋子、凩和一、新田将人、宇野
多惠、高井清子、大和義幸、濱口眞人、圓藤
誠次、瀧下和代、田上幸男、粟飯原智子、小
森多佳、岩越美千代、奥村和子、藤井祝子、
小森沢江、炭岡洋子、渡邉高年、富永英男、
浅香壽秀、福島和正、野村卓秀、山住博、角
山仁美、木村清美、岡崎晶子、中島泰樹、浦
由美、◎太居陽子、◎新田みゆき

加茂名
日下光夫、長澤良治、関孝雄、小西まつ子、
兼子君代、原田利一、吉本美鈴、笠井美知子、
吉富都、大西信輔、牧敦子、藤原富子、鈴木
ひとみ、弘瀬正彰、濱田陽子、沢田博昭、増
岡賢一、坂尾浩二、森政代、岡山智子、角瀨
雅仁、尾崎勇人、大家公子、片山洋三、美馬
弘知、宮本昌美、丸山敏一、荻野純子、若松
友子、湯村清、鎌田和美、山本保男、高橋恭一、
早渕博之、亀谷元子、川内久恵、中分輝幸、
牛田ふみ、鈴江佳代子、坂倉幸子、大西美津子、
◎宮崎裕美、◎山崎曉子、◎久保美穂子

加茂
宮本典代、遠藤博久、櫻井千惠子、喜多智子、
佐藤久美子、川下雅子、小田惠子、宮崎千代子、
東塚晃子、長瀬照明、今井八代恵、元木由美子、
大石芽里、大宅文子、吉田良雄、奥本敏次、
新居好司、町口雅治、能田義弘、加渡義治、
久次米泰宏、久米惠二、平尾光明、山口幸一、
髙橋朝子、佐藤和子、前田進、吉川孝子、斎
藤香代子、大田洋子、志満康代、◎祖父江理佳、
◎上林由佳

八万
椋本淸治、武市一人、森優、村井淳、三好尚
子、木村拡史、林道子、古本史子、山本登志子、
大野美加、石立初次、多田眞理、岩﨑規佐子、
木村洋一郎、西谷明美、山根孝文、吉田秀行、
新居しのぶ、川島文代、宮本賀津之、山口智
子、石川紳二、中東勢治、吉松博子、綱野順
一、濱口正義、清水公斉、藤村啓二、品川兼
美、山元みどり、福田剛士、岩見薫、橋本由
美子、大貝美治、藏本美知代、宮本雅史、岸
上学、水持稔、中川典子、鳥居健男、内村弓
枝、足立康子、椎野敏明、加藤昌代、谷野勝、
◎東尾麻里、◎坂東由里子、◎武知菊子

勝占
井上孝志、井上眞弓、山田博子、三村学、米
澤進、富永登紀子、元木真理、益田和代、木
下リツ、和辻好美、寺澤寛二、西良太郎、吉
岡美子、髙砂昌弘、安東学、福井啓子、丸橋
英紳、髙島道子、元木晴男、若林惠津子、笹
川恭司、内藤敬治、◎海野千夏、◎山岡由美

多家良
和仁恵美、福井敏夫、今津美由紀、中森伸子、
井川正美、入野敦子、立川博子、金中君江、
池本宣雄、岩田勝、尾髙みどり、横石和子、

◎瀧妙子、◎服部徹裕
上八万

紀川康子、齋藤洋子、馬場利清、宿里智子、佐々
木純子、鎌野規佐子、桒内登美子、吉岡惠美子、
元木謙一、田村佳代、板東美代子、多田雅子、
西條紀久江、長倉和枝、吉川知佳、山根眞由美、
谷井美年子、石槌典代、佐々木康夫、中野道夫、
佐々木健、◎米津真由美、◎朝日明巳

入田
鎌田富美代、森田雅巳、木村雅伸、近藤正彦、
近藤美佐子、林健治郎、◎髙松明美、◎片岡
佳美

不動
志摩満夫、上原奈津代、山田茂男、折野安弘、
豊田昌宏、井原福江、大野真利子、梶井順子、
吉本則夫、藤原明美、松本則子、堀江健三、
◎籔原宏美、◎竹内由美

川内
福井久喜、栢和男、和泉茂雄、酒井秀樹、瀬
山佳枝、横山眞由美、坂田道惠、長尾春美、
武内義治、藤本裕造、夷亀浩子、吉田富保、
長町常正、松本みづる、正木孝昌、元木裕子、
山本昌史、豊川重男、坂東喜美代、熊村俊之、
久米貞男、川口智惠子、濱保夫、◎西明子、
◎下村明子

応神
笹木弘子、鴻池通子、松浦光、喜多武夫、高
木喜六、廣永正志、西口雅章、竹内直子、栁
本園子、鈴江弘典、森口早苗、堀江剛、日下
信也、木下修作、◎佐藤かおる、◎吉田多賀
子

国府
以西弘子、木村留美子、森信行、三浦茂由、
藤並正信、安友眞美、松本均、新居ヴァサン
ティ、保井卓、町田雅俊、山上徹、後藤貴雄、
美馬規佐子、吉田悦生、川添昌宏、鈴木敏子、
以西晴美、漆原千惠美、手塚早苗、◎小林智
佳子、◎野々瀬正文

南井上
先田潔子、柏岡日出男、友成君子、小林哲夫、
近藤和隆、和田肇、湯浅眞行、板東雄二、橋
本公司、◎上田けい子、◎谷田夏生流

北井上
道上陽子、木川仁美、根本正、中村徹三、中川美
千代、篠原真由美、久米川眞澄、山下正子、木川
美幸、熊川芳佳、◎松野聖子、◎小池清 

地域の身近な相談役「民生委員・児童委員」が決まりました

写真

はこらいふ図書館
◆プチ・ブックトーク～おなら～
　テーマは子どもたちが大好きな「おなら」。
プープーブ～と、思いもよらない時に出てくる
ふしぎなおならの世界を楽しみましょう。

［とき］２月５日㈰10：30 ～ 10：45
［対象］３歳以上　[定員]６組
◆小学生向けおはなし会お笑いえほん
　思わずクスッと笑える
絵本を楽しみましょう。

［とき］２月26日㈰10：
30 ～ 10：45

［対象］小学生　[定員]６組
◆イブニング上映会「影裏」※要申し込み
　大きめのスクリーンで映画を上映します。
[あらすじ]今野は、転勤で移り住んだ盛岡で日
浅に出会う。しかしある日、日浅は突然姿を消し
てしまう。陽の光の下、ともに時を過ごしたあの
男の「本音」とは。

［とき］２月26日㈰16：00 ～ 18：20 

［対象］高校生以上　[定員]15人
 ◇　◇　◇　◇　◇

［申し込み方法］電話または直接、同
館へ
　詳しくはお問い合わせください。

［問い合わせ先］はこらいふ図書館（(654－
4421　 654－4423）

シビックセンター
◆とんぼ玉教室（全３回）
　卓上バーナーを使ってと
んぼ玉を制作。

［とき］
▶２月教室＝14日㈫・21日㈫・28日㈫
▶３月教室＝14日㈫・21日㈷・28日㈫
▶４月教室＝11日㈫・18日㈫・25日㈫
※各教室、午前クラス（10：00 ～ 12：00）と
午後クラス（14：00 ～ 16：00）の２クラス。

［ところ］同センター活動室４（アミコビル４階）
[対象]18歳以上　[定員]各８人（先着）
[受講料]3,660円（市外の人は4,026円）※材料

費は別途3,000円程度。
［申し込み方法］電話で徳島ガラスス
タジオへ
　詳しくはお問い合わせください。
[問い合わせ先]徳島ガラススタジオ

（(669－1195　 669－1221）

産業支援交流センター
◆遊山箱の絵付け体験
　徳島の文化である遊山箱
の絵付けを体験し、自分だけ
の遊山箱を制作。

［とき］２月12日㈰
▶午前の部＝10：30 ～▶午後の部＝13：30 ～

［定員］各５人（先着）　［費用］4,400円
［場所］同センター１階
［申し込み方法］電話、ファクスまた
はメールで、同センターへ
　詳しくはお問い合わせください。

［問い合わせ先］産業支援交流センター 01
（( 661－7124）

アミコビルで行われる各種イベント
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おしらせ

新型コロナワクチン
関連情報

◆オミクロン株対応ワクチン接種
　オミクロン株対応ワ
クチン（BA １対応型ま
たはBA ４- ５対応型）、
ノババックスワクチン（令和４年
11月８日以降の３～５回目接種）
はいずれかを１人１回のみの接種
です。今後のワクチン接種につい
ては、国において検討されます。

医療機関で直接申し込み※オミ
クロン株対応ワクチンを使用する
４・５回目接種はインターネット、
コールセンターでも予約可。
◆コンビニで接種証明書を取得
　マイナンバーカ―ドをお持ちの
人は、新型コロナウイルス感染症
予防接種証明書がコンビニなどで
取得できます。※発行には発行料
120円が必要です。

徳島市新型コロナワクチンコー
ルセンター（(621-5495）

１月22日㈰
マイナンバー関連業務停止

　１月22日㈰の休日窓
口は国のシステムメン
テナンスのため、マイナ
ンバーカードに関する全ての手続
きができません。
　ご不便、ご迷惑をおかけします
がご了承ください。

住民課（(621-5134　 655-
8246）

価格高騰緊急支援給付金
申請は１月31日㈫まで

　電力・ガス・食料品等
価格高騰緊急支援給付金
の申請期限は１月31日
㈫（消印有効）までです。確認書ま
たは申請書が届いた世帯はお早め
に手続きをお願いします。
　また、令和４年１月～ 12月ま
での家計急変世帯で支給を希望す
る場合は、申請書（市HPからダウ
ンロード可、市役所１階国際親善
コーナー相談窓口でも配布）など
を提出してください。
　詳細はお問い合わせください。

徳島市価格高騰緊急支援給付金
コールセンター（(602-1447）

出産・子育て応援給付金

　妊娠届・出生届をし
た妊産婦に、相談支援の
充実と、経済的支援（各
５万円）を行っています。

令和４年４月以降に出産した人
および妊娠届を提出した人※順次
案内を送付。
　詳細はお問い合わせください。

子ども家庭総合支援室（(656-
0543　 656-0514）

農林漁業者物価高騰対策
支援金

　肥料や燃油、資材などの価格高騰
により、厳しい経営状況に直面して
いる農林漁業者の事業継続を支援
します。

令和３年分の農林漁業での販売
金額が50万円以上ある者など

２月17日㈮までに、申請書（市
HPからダウンロード可）
などを郵送で農林水産
課（〒770-8571　幸町
２- ５）へ
　詳細はお問い合わせください。

農 林 水 産 課（(621-5246・
5252　 621-5196）

住宅・土地統計調査
単位区設定にご協力を

　２月１日を基準日として、「令
和５年住宅・土地統計調査単位区
設定」が全国一斉に実施されます。
　１月中旬から２月下旬にかけて
徳島県知事から任命を受けた指導
員が、対象地区で建物の状況や居
住の有無などを確認します。目視
で確認できない場合は、聞き取り
調査を行う場合がありますのでご
協力をお願いします。

デ ジ タ ル 推 進 課 統 計 担 当
（(621-5470）

傷病手当金の
支給対象期間を延長

　新型コロナウイルス
感染症に感染、または感
染疑いにより休業した
場合に給付される傷病手当金の支
給対象期間を３月31日㈮まで延長
しています。

国民健康保険または後期高齢者
医療保険に加入している被用者

（給与の支払いを受けている人に
限る）
　詳細はお問い合わせください。

保険年金課（(621-5159
655-9286）

償却資産の申告を忘れずに

　市内に土地・家屋以外の事業用
の有形固定資産を持っている個人
または法人は、１月31日㈫までに
申告してください。

資産税課（(621-5074
623-8115）

令和４年
火災・救急統計速報値

◆火災
　昨年の火災発生件数は78件（前
年より５件減）で、出火原因は、１
位「たき火」11件、２位「たばこ」８
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12
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１万3,766件

（前年より2,017件増）で、出動理由
は１位「急病」8,751件、２位「一般
負傷」1,940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）

一般競争入札により
市有地を貸し付け

［物件］中徳島町２丁目５番１の駐
車場部分を２分割で募集▶東側＝
310.58平方㍍▶西側＝304.96
平方㍍

［貸付期間］４月１日～令和６年３
月31日

［入札］２月14日㈫10：00 ～
市役所7階701会議室
１月31日㈫（必着）までに、所定

の申し込み用紙（市HPからダウン
ロード可。市役所7階財
産管理活用課でも配布）
を郵送または直接、財産
管理活用課（〒770-8571　幸町
２- ５）へ
　詳細はお問い合わせください。

財産管理活用課（(621-5051
623-1008

物品などの業者登録の
追加申請を受け付け

　４月１日～９月30日が登録期
間である、物品などの指名競争入
札参加資格審査申請を追加で受け
付けます。

２月１日㈬～ 28日㈫（消印有
効）に申請書類（市HPからダウ↗

保育園などでの一時預かりの
新規申し込みを受け付け

　家庭で保育している乳幼児が、保護者の入
院、冠婚葬祭、育児疲れ解消などの理由で一
時的に保育が必要となる場合に、保育園など
で週３日を限度に預かり保育を利用できます。

［利用期間］▶平日＝８：30 ～ 17：00▶土曜日＝８：
30 ～ 12：00※日曜日、祝日は利用不可。

［利用料金］日額1,800円（給食費含む）
４月から利用を希望する人は、２月16日㈭までに利用
申込書（各実施施設やふれあい健康館３階子ども保育
課で配布）を直接、実施施設へ※施設ごとに定員や対象
年齢が異なりますのでご注意ください。
　実施施設ごとの定員や対象年齢など、詳細はお問い
合わせください。

各実施施設、子ども保育課（(621-5193　 621-
5036）

生ごみの減量にご協力を

　家庭から出るごみの中でもっとも多い、
生ごみを減量するため、徳島市では生ごみ
の「使いきり・食べきり・水きり」の３き
り運動を推進しています。
◆使いきり
　冷蔵庫内を整理整頓
し、買いすぎには気を
つける。食材を正しく
保存・賞味期限を意識
して無駄なく使う。
◆食べきり
　家庭では家族が食べ
られる量だけ作り、残っ
た料理は別の料理にア
レンジするなどをして
食べきるように心がける。外食では食べら

れる分だけ注文する。
◆水きり
　生ごみは水切りネットなどを使用して、
捨てる前に水を十分にきる。
　

　　　
　３きり運動を実践し、生ごみの減量に取
り組みましょう。
　消費者庁による、捨ててしま
いがちな食材を活用したレシピ
もぜひご活用ください。

環 境 政 策 課（(621-5202　 621-
5210）

◆接種券発送スケジュール
前回接種日 接種券発送日（予定）

10月11日～ 20日 １月17日㈫
10月21日～ 31日 １月27日㈮
※発送は予定より遅れる場合があります。
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ンロード可。市役所６
階契約監理課でも配布）
を原則郵送で、契約監理
課（〒770-8571　幸町２- ５）へ
　詳細はお問い合わせください。

契約監理課（(621-5055
624-5563）

貸したい・売りたい農地情報

　新規就農者や経営規
模を拡大したい農業者
向けに、耕作や管理がで
きなくなった農地の情報を市HP
に掲載しています。
　詳細はお問い合わせください。

農 業 委 員 会 事 務 局（(621-
5393　 621-5196）

ミツバチの飼育には
届け出が必要

　ミツバチを飼
育 す る 人 は、１
月31日 ㈫ ま で
に、飼育届（市HP
からダウンロード可）を
市役所３階農林水産課
へ提出してください。

農林水産課（(621-5252
621-5196）

文化財消防訓練

　１月26日㈭は文化財防火デー
です。文化財を災害から守り、愛護
の思いを高めていただくため施設
関係者と連携し、実践的な訓練を
実施します。

１月27日㈮10：00 ～ 11：00
考古資料館
西消防署（(631-0119）

凍結による水道設備の
破損にご注意を

　日陰や北向きの
場所、風が強く当
たる場所などにあ
る水道設備は凍結により破損しや
すいため、保温材を取り付けるな
どの対策をお願いします。

　水道設備の防寒方法
など、詳細はお問い合わ
せください。

上下水道局水道維持課（(623-
1188　 623-1349）

薪を配布

　街路樹などをせん定した枝を薪
として配布します（１人0.8立方
㍍程度まで。運搬は各自）。配布時
に水と緑の基金への「500円募金」
にご協力をお願いします。

［配布期間］２月３日㈮～５日㈰
各日10：00 ～ 15：00

とくしま植物園緑のリサイクル
センター 市内在住の人 10人

（抽選）
１ 月19日 ㈭（ 消 印 有 効 ）ま で

に、往復はがきに「薪希望」と明記
し、〈住所/名前/電話番号〉を書
いて、とくしま植物園緑の相談所

（〒771-4267　渋野町入道45- 
１）へ※１世帯１件の応募に限り
ます。

とくしま植物園（(636-3131
636-3132）、徳島市公園緑地

管理公社（(633-1313　 633-
1315）

移住者に移住支援金を支給

　東京圏から就職や起
業のために徳島市に移
住した人に移住支援金
を支給します。今年度の受け付け
は２月28日㈫まで。
▶東京23区に５年以上居住また
は通勤▶本市に５年以上居住の意
思がある　　など

［支給金額］▶多人数世帯＝100万
円▶単身世帯＝60万円▶18歳未
満１人につき＝30万円加算
　支給条件など、詳細はお問い合
わせください。

移住交流支援センター（(621-
5083）

インボイス制度説明会

　令和５年10月１日の消費税の

インボイス制度（適格請求書等保
存方式）導入に伴い、制度の趣旨や
事前準備などについての説明会を
開催。

▶消費税の仕組み説明＝１月
23日㈪、２月21日㈫、３月22日㈬
▶登録申請相談会＝１月24日㈫、
２月22日㈬、３月24日㈮ 　　各
日10：00 ～ 11：00 徳島税務
署（幸町３） 県内事業者

電話で事前予約が必要
徳島税務署（(622-4131）

譲ります・譲ってください

［譲ります］品名（保有年数）▶二人
掛けソファ（９年）▶ガラス製飾り
棚（10年）

［譲ってください］▶ダブルベッド
▶食器棚▶衣装ケース▶コンパク
トミシン

１ 月23日 ㈪（ 消 印 有 効 ）ま で
に、はがき、ファクスに〈希望の品

（ １ 点 の み ）/住 所/名 前/電 話 番
号〉を書いて、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

　１月25日㈬に抽選を行い、当選
者にご連絡します。

募　集

シビックセンター
短期文化講座講師

　令和５年６月と令和６年１月に
開講する短期文化講座の講師を募
集します。

20歳以上で芸術・文化などの
専門的な技術を持つ人

１月31日㈫（必着）までに所定
の企画書（同センター
HPか ら ダ ウ ン ロ ー ド
可。同センターでも配
布）に必要事項を書いて、郵送、
ファクスまたは直接シビックセン
ター３階事務室（〒770-0834　
元町１-24）へ
　詳細はお問い合わせください。

シ ビ ッ ク セ ン タ ー（(626-
0408　 626-0833）

所得税の確定申告の相談・
申告書の受け付けを開始

　令和４年分の所得税の確定申告の相談、申告
書の受け付けが始まります。原則、ご自身のス
マートフォンを操作して申告書を作成していた
だきますので、お持ちの方は持参してください。

２ 月16日 ㈭ ～ ３ 月15日 ㈬ 各 日 ９：00 ～
16：00※土・日・祝日を除く。ただし、２月19
日㈰・26日㈰は実施。

アスティとくしま（山城町東浜傍示）
　申告会場への入場には整理券が必要です。整
理券は当日会場で配布しますが、LINEでの事前
発行もしています。※整理券の配布状況によって
は、16：00よりも前に配布を終了する場合があ
ります。
　詳細はお問い合わせください。

徳島税務署（(622-4131）

考古資料館イベント

◆冬季企画展「徳島市の考古資料　弥生土器
の世界」
　市内の遺跡から出土した弥生土器に焦点を
当て、土器の種類や特徴、地域性などを分かり
やすく紹介。

２月４日㈯～３月26日㈰各日９：30 ～
17：00（入館は16：30まで）
■企画展関連事業
▶冬季企画展記念講演会
　徳島県内で出土した弥生土器から分かる当
時の様子や地域性などを、実際に土器を観察
しながら講演。

［講師］元公益財団法人徳島県埋蔵文化財セン
ター専務理事　菅原康夫さん　

２月25日㈯14：00 ～ 16：00　
80人(先着)

▶弥生土器づくり※要申し込み
　弥生土器の製作から焼成までの一連の作業
を体験。製作技法や野焼きでの焼成について
学ぶ（全３回）。

２月23日㈷13：00 ～ 16：00、３月11日
㈯・12日㈰各日10：00 ～ 12：00 小学生
以上（小学生は原則保護者同伴） 15人（先着）
◆とくしま好古楽倶楽部※要申し込み
　市内の遺跡から出土した弥生時代のかごを
観察し、古代の編み方でかごを編んでみよう。

２月12日㈰13：00 ～ 16：00 小学生以
上（小学生は原則保護者同伴） 30人(先着)

◇　◇　◇　◇　◇

電話または直接、同館へ
考古資料館（(637-2526　 642-6916） 

↘
イベントニュース85　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

１月15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

チャレンジ
サポーターズ

（(070-5350-
9033）

とくしま
まちなか
花ロード
Project

１月21日㈯
８：00～

藍場浜公園
（集合場所）

「徳島駅前～新町橋
２丁目の交差点」と

「佐古大橋～徳島本
町交差点」の植樹帯
や花壇を花いっぱい
にしましょう

新町川を守る会
（(090-3783-
2084　 623-
2707）

水際
コンサート

１月27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

１月29日㈰
９：00～14：00

しんまちボード
ウオーク周辺

テーマは「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

（ ( 6 7 8 -
2117）

元町
マーケット

１月29日㈰
10：00～16：00

元町
キャッチ
ギャラリービル
１階・２階

take11　2023年最
初のマーケット。徳
島初上陸の県外店舗
も 多 数 参 加。 元 町
マーケットには欠か
せ な いDJブ ー ス も
必見です。

PONT
NEUF
project

（(090-6284-
1439）
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募　集

正規職員（土木職員）

　令和５年４月１日採用の正規職
員を募集します。

［職種］上級土木（職務経験者）
３人程度
１月30日㈪までに、エ

ントリーシートを郵送
またはメールで人事課

（〒770-8571　幸町２- ５）へ
　詳細はお問い合わせください。

人事課（(621-5023　 624-
3125）

とくしま動物園
ボランティアスタッフ

　動物との接し方の解
説 や、イベントなどを
補助するボランティア
スタッフを募集します。

18歳以上で養成講座（２日間）
に参加でき、月１回以上活動でき
る人

１月31日㈫（必着）まで
　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）

農業委員・
農地利用最適化推進委員

　7月から３年間を任
期とする、農業委員・農
地利用最適化推進委員
の候補者を募集します。
　女性や若い農業者もぜひご応募
ください。

２月22日㈬～３月22日㈬

［募集に関する説明会］
２月８日㈬14：00 ～
市役所５階501会議室

　推薦や応募方法など、詳細はお
問い合わせください。

農 業 委 員 会 事 務 局（(621-
5394　 621-5196）

催　し

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。申し込
み不要。直接会場へ。

１月28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をご確認く
ださい。

文化スポーツ振興課（(621-
5318　 624-1281）

防災とボランティア週間
パネル展

　平成7年１月17日に発生した阪
神・淡路大震災を契機に、１月17
日は「防災とボランティアの日」、
１月15日～ 21日は「防災とボラ
ンティア週間」と定められていま
す。本市では防災意識の向上やボ
ランティア活動への認識を深める
ため、東日本大震災などの状況や
家具転倒防止対策、市内５つの中
学校で行われた防災活動の成果な
どのパネル展を開催します。

１月16日㈪～ 20日㈮各日９：
00 ～ 21：00※16日 ㈪ は13：
00 ～、20日㈮は13：00まで。

ふれあい健康館

防災対策課（(621-5527
625-2820）

車いす街歩きイベント

　参加者同士でチーム
を組み、車いすに乗っ
て街中をめぐりながら
ミッションをクリアするイベント
を開催。車いすに乗ったことがな
い人も参加できます。

２月５日㈰10：00 ～ 17：00
アスティとくしま 50人（先着）
２月１日㈬まで

　詳細はお問い合わせください。
一般社団法人WheeLog

（(050-5437-0791）

徳島市芸術祭「芸能祭」

　徳島市文化協会加盟団体による
人形浄瑠璃、長唄、バレエ、民踊な
どの発表。

２月５日㈰11：30 ～ あわぎ
んホール 800円（小学生以上）

徳島市文化協会事務局（(621-
5178　 624-1281）

農業婚活イベント

　 い ち ご 狩 り 体 験 や
ゲームを通した交流会
を開催。

２月19日㈰13：30 ～ 17：00
（市役所集合） 40歳位までの独
身の人（男性は徳島市の農業従事
者または農家の後継者） 男女各
10人（抽選） 男性3,000円、女性
2,000円
　詳細はお問い合わせください。

農 業 委 員 会 事 務 局（(621-
5394　 621-5196）

講座・教室

シルバー人材センター
各教室

◆高齢初心者向けスマホ教室
　スマートフォンの使い方を一か
ら学び、日常生活や仕事に活用す
るコツを学ぶ（全３回）。

１月23日㈪～ 25日㈬各日10：
00 ～ 11：30 10人（先着）
◆整理収納講習会
　おうち時間を快適に過ごすため
の、キッチンやクローゼット片づ
けのコツを学ぶ（全２回）。

２月16日㈭・17日㈮各日14：
00 ～ 16：00 20人（先着）

◇　◇　◇　◇　◇
徳島市シルバー人材センター

（佐古四番町） 60歳以上の市民
１月20日㈮までに電話で同セ

ンターへ
徳島市シルバー人材センター

（(653-6262　 653-0324）

民泊セミナー

　民泊の基礎やおもて
なしのコツなどを学ぶ。

１ 月23日 ㈪13：30
～ 15：00 産業支援交流セン
ター 09（アミコ東館９階） 民泊
を始めたい人または民泊事業者

20人（先着）
１月17日㈫までに、電話または

ファクスで徳島市広域観光案内
ステーション（(635-9002

635-9003）へ
にぎわい交流課（(621-5232
621-5457）

とくしま植物園各教室

市内在住・在学・在勤の人※ネイチャーゲーム教室は５歳以上。
各10人（抽選）
１月25日㈬（消印有効）

　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）

ふれあい健康館各講座

◆ふれあいパソコン「パワーポイントで乗り物を動かそう」
　街に家や店を配置して、その中を乗り物が走ります。

２月28日㈫13：00 ～ 15：00 パソコンの基本操作が出来る人
９人（先着） 2,300円 USBメモリ
▶コミカレ短期講座＝講座開始の10日前まで▶ふれあいパソコ

ン＝２月21日㈫まで
ふれあい健康館（(657-0194　 657-0189）

◆コミカレ短期講座
講座名 日時 定員 受講料

ミニおひなさまづくり ２月５日㈰13：30 ～ 15：00 20人 1,400円
パン講座

「ハムチーズのコーンマヨハートパン」
２月13日㈪
10：00 ～ 12：00 10人 1,800円

ベビーとママの
ファーストサイン（全４回）

２月14日㈫・28日㈫
３月７日㈫・28日㈫
各日13：00 ～ 14：15

15組 4,400円

大人のコーヒー講座
「オリジナルブレンド作り」

２月26日㈰
①10：00 ～ 11：30
②13：30 ～ 15：00

各10人 1,600円

写真の撮り方講座 ３月３日㈮10：00 ～ 11：30 20人 1,100円
※受講料は材料費込み。

教室名 日時 内容 費用

雑草いけばな教室 ２月19日㈰
10：00～12：00 野の花でおひな様 1,000円

押し花
ワークショップ

２月21日㈫
10：00～12：00

ウェルカムボードを
つくろう 1,200円

ドライフラワー
アレンジメント教室

２月24日㈮
10：00～12：00

春のお花で
ボックスアレンジメント 2,000円

ネイチャーゲーム
教室

２月26日㈰
13：00～15：30

冬の林を歩こう。
冬越ししている動植物に
会いに行こう

200円
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藍染通信文化講座

　藍の栽培から藍染めまでを自宅
で学ぶ。

３～ 12月（毎月１回テキストを
送付） 50人（先着） ３万7,000
円（テキスト・教材費込み）

申込書（アミコビル３
階シビックセンター、市
役所９階文化スポーツ
振興課などでも配布）をファクス
で同センターへ※電話、メールで
も申し込み可。

シ ビ ッ ク セ ン タ ー ((626-
0408　 626-0833）

令和５年スポーツ教室（前期）

　とくぎんトモニアリー
ナ（市立体育館）やB&G
海洋センターなど市内の
スポーツ施設で開催されるスポー
ツ教室や文化講座を100種類以上
開講。０歳から高齢者まで参加で
きます。※一部教室は託児あり。

１月16日㈪～２月13日㈪まで
　詳細はお問い合わせください。

徳島市体育振興公社（(654-
5188　 652-9383）

健　康

フレイル予防イベント

　高齢者におけ
る 要 介 護 状 態
の大きな要因と
なっているフレ
イル（心身の機能が低下した状態）
について、講演とフレイルサポー
ターによるチェック会を開催。

２月１日㈬９：30 ～ 11：00
ふれあい健康館１階ホール 要

介護、要支援認定を受けていない
65歳以上の市民 20人（先着）

１月16日㈪～ 25日㈬までに、

電話またはファクスで徳島市地域
包括支援センターへ（(0120-24-
6423　 624-6675　平日９：
00 ～ 17：00）

健康長寿課（(621-5574
655-6560）

大腸がん市民公開講座

　 消 化 器 内 科 や 外 科
医 師 に よ る 大 腸 が ん
の 予 防、診 断、治 療 に
ついての講座をテレビトクシマ

（111ch）で放送します。
１月24日㈫・26日㈭・31日㈫、

２月２日㈭各日13：00 ～ 15：00
徳島市医師会（(625-4617）、

健康長寿課（(621-5512
655-6560）

■親子ふれあいプラザ、子育て安
心ステーション

子育て支援課（(621-5192
655-0380）

■商店街子育てほっとスペース
「すきっぷ」

経済政策課（(621-5225
621-5196）

■在宅育児家庭相談室
子ども保育課（(621-5195
621-5036）

　 ■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）

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 7日㈫・21日㈫ 13：30～16：00

人権相談（市内在住の人）

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）

からだの相談（市内在住の人）※要予約

　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。

■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 14日㈫ 13：00～15：00

もの忘れ予防相談 15日㈬ 9：30～11：30
歯科医師相談 16日㈭ 13：00～15：00
糖尿病予防相談 22日㈬ 14：30～16：30

※相談時間は１人30分程度。

◆市民生活相談課（市役所１階）　(621-5200･5129　 621-5128

◆消費生活センター（アミコビル３階）　(625-2326　 625-2365

◆人権推進課相談室（市役所２階）　(621-5040･5169　 655-7758

◆健康長寿課　(621-5521　 655-6560

　新型コロナウイルス感染
症の影響により、２月の講
座やイベントの実施は未定
です。相談業務については、
各施設（「すきっぷ」を除く）
で随時受け付けていますの
で、ご利用ください。
　詳しくは各担当課までお
問い合わせください。

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

子育て施設
インフォ
メーション

２月

■医師による相談（ふれあい健康館）

弁護士相談（注１） 毎週水・金曜 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 21日㈫ 13：00 ～ 16：00

社会保険労務士相談（年金相談）  ９日㈭ 13：00 ～ 16：00

土地家屋調査士相談  ２日㈭・16日㈭ 10：00 ～ 12：00

不動産相談
 ９日㈭ 10：00 ～ 12：00

28日㈫ 13：00 ～ 16：00

行政相談委員相談（注２）  ６日㈪ 13：00 ～ 15：00

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す。お電話または来庁にてご予約ください。
（注２）行政相談委員相談２月15日㈬13：00 ～15：00にふれあい健康館でも実施。

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］

１・８・15日㈬
18：00～20：00

３・10・17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

75歳からの介護予防教室

　県栄養士会や歯科衛生士会、理
学療法士会が介護予防を目指した
健康づくりのポイントをテーマ
に、講座や軽い運動を実施します。
　住み慣れた地域でこれまで以上
に自分らしく暮らすため、フレイ
ル（心身の機能が低下した状態）に
ならない体づくりをしませんか。

右表のとおり 75歳以上の市民 各30人（先着）
電話またはファクスで〈名前/年齢/参加希望日/電話番号〉を健康長寿課へ

　詳細はお問い合わせください。
健康長寿課（(621-5574　 655-6560）

2
無料
相談

月の

日　時 場　所
２月２日㈭
10：00～12：00

川内町民会館
（川内町沖島）

２月９日㈭
10：00～12：00

南井上コミセン
（国府町日開）

２月15日㈬
10：00～12：00

多家良中央コミセン
（多家良町小路地）

２月24日㈮
13：30～15：30

八万中央コミセン
（八万町内浜）

※開始30分前から受け付け。
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　あおむし、かえる、かたつむりなど、何を食
べて、どんな「うんち」をしているのか知って
いますか？うんちを見ることがあっても、してい
るところは見かけないはず。形も色も実はいろ
いろ。そんな貴重な瞬間を分かりやすく写真で
紹介しています。「うんち」を通して生き物に興味がわいてくる一冊です。
　　
　
　　　　　　　　　　　　　
　動物園に住むワニのアリは、ある日、歯が痛
くて夜も眠れないほどでした。園長さんの勧め
で、歯医者さんに行くことになりましたが、うっ
かり違う行き先のバスに乗ってしまいます。そ
こで出会った男の子が実は歯医者さんの息子さ
んで…。感情表現豊かなアリと優しい男の子の
かけあいに心が温かくなる一冊です。
　　　　　　　　　　
　　

　アイドルやアニメのキャラクターなど、好きで、
応援していて、でも時に感情をかき乱される存在
…。そんな「推し」への気持ちを「好き」「無理」「尊
い」以外で表現できますか？詩人や文豪が残した
名文、日本や海外のあらゆる単語が載ったこの本
で、あなたの溢れ出る「好き」を表現する言葉を
ぜひ探してみてください。

❽　広報とくしま  No.1135  令和５年1月15日　−特集−

City Event Topics12月

21
［水］

阿波おどり鳴り物教室
閉講式を開催

　シビックセンターで阿波おどり
鳴り物教室の閉講式を開催。受講
生が３カ月に及ぶ練習の成果を披
露。三味線や笛、鉦などでぞめき
のリズムを奏でました。

24
［土］

冬休み親子ミニ門松
教室を開催 24

［土］
川の駅にサンタが
やってくる！を開催

　12月24日・25日、ひょうたん
島周遊船に乗ったサンタクロース
が、川の駅の各桟橋を巡回。サン
タからプレゼントを受け取った子
どもたちは胸を躍らせていました。

10
［土］

はこらいふ図書館　
来館者555万人達成

　はこらいふ図書館で、来館
者555万人を達成。記念式典で、
555万人目となった近藤和輝ちゃ
んは「本が好き。これからも図書
館に来たい」と喜んでいました。

　とくしま植物園で冬休み親子ミ
ニ門松教室を開催。参加した親子
は、講師から正月飾りの門松の作
り方を教わりながら、熱心に制作
に取り組んでいました。[問い合わせ先]はこらいふ図書館（(654－4421　 654－4423）

●本を読み心を育む●

子ども向けおすすめ図書をご紹介

PICKUP３

PICKUP2

PICKUP１

Vol.12

①新春弾き初め会※申し込み不要①新春弾き初め会※申し込み不要
　藤本玲筝曲スタジオ、雅楽織の会、眉山の　藤本玲筝曲スタジオ、雅楽織の会、眉山の
会などによる邦楽演奏会。会などによる邦楽演奏会。

［とき］［とき］１月22日㈰13：30 ～ 16：00１月22日㈰13：30 ～ 16：00
［曲目］［曲目］「つち人形」「三段の調べ」「さくらさ「つち人形」「三段の調べ」「さくらさ
くら」などくら」など
②和室展「芸術ハカセは見た！」海北雅史・真鍋正一・香西伸介３人展②和室展「芸術ハカセは見た！」海北雅史・真鍋正一・香西伸介３人展
※申し込み不要※申し込み不要
　アニメや特撮文化の中で培った特殊造形への探求を貫いた徳島県出身　アニメや特撮文化の中で培った特殊造形への探求を貫いた徳島県出身
の３人の作家の展覧会。の３人の作家の展覧会。
［とき］［とき］１月24日㈫～２月１日㈬各日９：30 ～ 17：00※１月30日㈪１月24日㈫～２月１日㈬各日９：30 ～ 17：00※１月30日㈪
は休館日。は休館日。
③新成人記念射会＆射初め（中学・高校生の部）③新成人記念射会＆射初め（中学・高校生の部）
　男女各上位３位、皆中賞の表彰あり。　男女各上位３位、皆中賞の表彰あり。

［とき］［とき］２月５日㈰13：00 ～※雨天の場合２月２月５日㈰13：00 ～※雨天の場合２月
11日㈷に順延。11日㈷に順延。

［対象］［対象］▶▶新成人＝平成13年４月２日から平成新成人＝平成13年４月２日から平成
15年４月１日までに生まれた徳島県内在住の人で、弓道経験者または15年４月１日までに生まれた徳島県内在住の人で、弓道経験者または

日弓連有段者日弓連有段者▶▶中学・高校生の部＝経験１年以上の人 中学・高校生の部＝経験１年以上の人 
［定員］［定員］各10人（先着）各10人（先着）
［準備物］［準備物］弓具、弓道着※新成人は和服可。弓具、弓道着※新成人は和服可。
④おひなさまに変身④おひなさまに変身
　ひな人形の装束（十二単、直衣など）の着付け体験。　ひな人形の装束（十二単、直衣など）の着付け体験。

［とき］［とき］２月26日㈰13：00 ～ 16：00 ２月26日㈰13：00 ～ 16：00 
［対象］［対象］小学生以上 小学生以上 
［定員］［定員］40人（抽選）40人（抽選）

◇　◇　◇　◇　◇◇　◇　◇　◇　◇

［申し込み方法］［申し込み方法］▶▶③＝１月27日㈮までに、はがきまたはファクスに取③＝１月27日㈮までに、はがきまたはファクスに取
得段位または経験年数、中学・高校生の部では学校名得段位または経験年数、中学・高校生の部では学校名▶▶④＝２月16日④＝２月16日
㈭までに、往復はがきに身長、希望の装束（十二単、もしくは直衣）、返㈭までに、往復はがきに身長、希望の装束（十二単、もしくは直衣）、返
信宛名信宛名――と希望するイベント名、〈住所/名前/生年月日/電話番号〉をと希望するイベント名、〈住所/名前/生年月日/電話番号〉を
記入し同館へ記入し同館へ

［入館料］［入館料］大人300円、高校・大学生200円、中学生以下無料大人300円、高校・大学生200円、中学生以下無料
［問い合わせ先］［問い合わせ先］徳島城博物館（〒770－0851　徳島町城内１－８　徳島城博物館（〒770－0851　徳島町城内１－８　((656656
－2525　－2525　 656－2466）656－2466）

●わにのはいた［小学校低学年向け］
マーガリット ドリアンぶんとえ／光吉夏弥やく／
大日本図書

●推しことば類語辞典[中学・高校生向け]
山口謠司監修／じじぃマンガ・イラスト／笠倉出版社

●たべたらうんち！［3 ～ 5歳向け］ 
武田晋一写真／大久保茂徳監修／ひさかたチャイ
ルド


