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令和２年12月１日現在（前月比）　人口／252,104人（−70）　男／119,843人（−20）　女／132,261人（−50）　世帯数／120,944世帯（+25）　面積／191.39㎢

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

待機児童に関するＱ＆Ａ

徳島市の将来を担う子どもの利益を最優先に
～新たな市立幼保の再編計画と待機児童の解消に向けて～

◆市立幼稚園・保育所の再編の必要性

　現在、本市が運営する市立幼稚園は20園（休
園除く）、市立保育所は22園、市立認定子ども
園は２園となっています。
　今後、高齢化や人口減少社会の進行が予測さ
れる中においても、未来を担う子どもたちに、
持続的・安定的に教育・保育サービスを提供し
続けるためには、民間活力を活用しながら、本
市の持つ保育資源の集約と機能強化を図ってい
く必要があります。
　将来的に、市立施設は、市内15の中学校区
におおむね１カ所の「認定こども園」の配置を
目標とし、施設の集約を図りながら、計画的に
再編を進めていきます。

◆待機児童の解消に向けて

　令和２年４月１日現在で37人の待機児童が
発生しており、その解消は喫緊の課題です。現
状として、▶民間保育園では保育士採用数が毎
年募集人数を下回っている▶市立保育所でも、
保育士さえ確保できればさらなる子どもの受け
入れが可能である――ことから、新しく施設を
整備しても保育を担う人材の確保ができなけれ
ば、待機児童解消にはつながりません。こうし
たことから、保育士の確保を優先課題として、
待機児童の解消に取り組んでいきます。

[問い合わせ先]子ども企画課（(621－5244　 655－0380）

　徳島市では、「子どもの最善の利益」を考
え、全ての子どもが質の高い教育・保育を
持続的・安定的に受けることができるよう、
市立幼稚園・保育所の再編と待機児童の解
消に向けて新たな取り組みを進めています。
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今後５年間の財政負担の比較
  ■再編を実施した場合　■施設整備のみを進めた場合

Ｑ1　待機児童と入所保留は何が違うのですか
Ａ1　保育施設の入所を希望したものの入所できなかった状態を入所
保留といいます。入所保留となった理由によって、待機児童に該当す
る場合としない場合があります。待機児童の該当基準は国から示され
ていますが、例えば、他に利用可能な施設があるにもかかわらず、特
定の施設だけ希望している場合などは待機児童に該当しません。

Ｑ2　保育施設の受け入れ人数が定員を上回っていても保育環境は
悪くならないのですか

Ａ2　保育施設では、子どもの年齢ごとに、必要な保育士の人数や施
設面積が定められています。
　これを踏まえ、それぞれの施設を運営している事業者が定員を設
定しますが、施設の入所はできる限り利用する保護者の希望を優先
することから、希望の多い施設では定員を超えて受け入れる場合が
あります。
　しかし、こうした場合でも、保育士の人数や施設面積が基準を下回
ることがないよう、確認しながら入所調整しており、定員を超過する
ことが保育環境の悪化につながるものではありません。
Ｑ3　新しい保育園をたくさん建設すれば待機児童を解消できる

のではないですか

Ａ3　保育園を建設しても、保育士がいなければ子どもを受け入れる
ことはできません。現在、市立・民間ともに保育士が不足しているた
め、保育園をたくさん建設したからといって必ずしも待機児童を解消
できるわけではありません。現に、関係者からは、新たな施設整備に
より保育士の奪い合いが発生することを心配する声が多くありました。

Ｑ4　新しく保育園を建設するための国の補助金が決定していたの
に、どうして取り下げたのですか

Ａ4　令和２年度当初予算では、８施設496人分の定員拡大となる民
間保育園などに対する施設整備費補助を計上していました。しかし、
現実の待機児童数が37人であり、整備しようとしていた人数と大き
な隔たりがありました。国の補助金が多いからといって、今回の施設
整備をこのまま進めていれば、供給過剰になることは明らかです。
Ｑ5　保育士確保には処遇改善が一番ではないのですか
Ａ5　保育所の運営は、保育士の給与も含め、国が運営に必要な経費
を保障するという制度設計になっています。
　他業種との公平性を考えれば、保育士の給与だけを徳島市単独でサ
ポートすることは好ましくないと考えていますので、保育士の給与実
態や保育士確保の必要性から、国に対して処遇改善に必要な運営費を
確保するよう要望しています。また、より良い保育環境の構築のため、
国基準を上回る保育士の配置などに対して、市単独の補助制度により
支援しています。
Ｑ6　ＵＩＪターン保育士応援事業とはどのような事業ですか
Ａ6　県外から市内の民間保育園に就職していただける保育士に50
万円を支給し、移住経費などを含め支援するものです。県内の保育士
の給与は全国平均と比較して年間50万円程度低い現状を踏まえ、初
年度だけでもこの格差をなくしたいと考えています。近隣県の保育士
養成校に対し、この一時金について、保育士確保の効果があるかどう
かのアンケートをしたところ、９割の養成校から「効果がある」との
回答をいただいており、民間保育園の保育士確保を支援します。

～認定こども園とは～

　幼稚園と保育所（園）が一体となった施設
で、教育と保育を両方提供できる義務教育
就学前の教育保育施設です。０～２歳児の
保育や昼食の提供のほか、３～５歳児は保
護者の就労状況にかかわらず利用でき、地
域の子育て支援機能も備えています。 幼保の再編を行わず、施設整備のみを

行った場合には、市の財政を大きく圧迫



 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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施設（業務）名
12月 １月

28
日
㈪

29
日
㈫

30
日
㈬

31
日
㈭

１
日
㈷

２
日
㈯

３
日
㈰

４
日
㈪

５
日
㈫

上下水道局（注１）、市民病院（外来・
注２）、保健センター、ふれあい健康
館、徳島ガラススタジオ、市体育関
係施設

中央公民館、消費生活センター、女
性センター、産業支援交流センター
９階

はこらいふ図書館、シビックセンター

産業支援交流センター１階

とくしま植物園緑の相談所（注３）、
親子ふれあいプラザ、子育てほっと
スペース「すきっぷ」、考古資料館

子育て安心ステーション、天狗久資
料館

とくしま動物園北島建設の森

阿波おどり会館（注４）

眉山ロープウエイ（注５）

徳島城博物館、旧徳島城表御殿庭園

中央卸売市場（青果）

中央卸売市場（水産）

葬斎場

（注１）緊急の工事には対応します（注２）急患は診療します（注３)とくしま植物
園（緑の相談所を除く）は入園自由（注４）１月２日・３日は有名連による特別公演
を開催します（注５）初日の出運転（６：00 ～９：00）は行いません。

◆一般事務
　休業期間は12月29日㈫〜１月３日㈰です。※12月28日㈪〜１月５日
㈫の出先機関、各施設の休みは右表のとおりです。
◆住民票の交付など
[各種証明書のコンビニ交付①]12月29日㈫〜１月3日㈰は利用できません。
[戸籍の届け出②]市役所当直室（本庁舎地下１階）で受け付けます。北側の
夜間休日出入り口からお入りください。婚姻や養子縁組などの戸籍届の提
出を予定している人は、できるだけ28日㈪までに住民課・各支所の戸籍
担当窓口でご相談ください。
[問い合わせ先]住民課（①(621－5140　②(621－5137　 655－
8246）
◆ごみ収集
[家庭ごみの収集]１月１日㈷〜１月３日㈰は休みます。12月31日㈭まで
と１月４日㈪からは平常どおり収集します。
[ごみの一般持ち込み（有料・1,220円〜）]12月29日㈫、30日㈬の８：30
〜 11：00は持ち込み可。12月31日㈭〜１月３日㈰は休みます。
※浄化槽の清掃、し尿くみ取りも早めに業者へお申し込みください。
[問い合わせ先]市民環境政策課（(621－5217　 621－5210）
◆市バス
　12月29日㈫〜１月３日㈰は土・日・祝日ダイヤでの運行になります。
[問い合わせ先]交通局（(623－2154　 623－8958）、徳島バス（(622
－1811）
◆救急診療
■夜間休日急病診療所（沖浜東２・ふれあい健康館内(622－3576）＝
診療時間は12月31日㈭〜１月３日㈰の９：00 〜 12：30と13：30 〜
17：00、18：00 〜 22：30。そのほかの日は19：30 〜 22：30です。
※同診療所では、新型コロナウイルス感染症の検査は実施できません。感
染が疑われる場合は、「受診・相談センター（(602－8950）」にお問い
合わせください。
■歯科休日救急等診療所（北田宮一・徳島県歯科医師会館内(632－
8511）＝診療受付時間は12月30日㈬、１月１日㈷〜１月３日㈰の各日
９：00 〜 14：30、12月31日㈭の９：00 〜 12：00です。※すべての
日程で電話予約が必要です。また、大変な混雑が予想されますので、でき
るだけ年末までにかかりつけ歯科医院で治療をお済ませください。
＜救急診療を利用する前に＞
　救急診療を利用する前に▶年末までに服用薬をできるだけ確保する▶

「徳島救急医療電話相談」や「徳島こども医療電話相談」を利用する　　
などにご協力をお願いします（右枠参照）。

年末年始の業務案内年末年始の業務案内

＝業務を行います（開館）　　 ＝閉庁・休館日

◆徳島救急医療電話相談
　プッシュ回線の固定電話または携帯電話の場合は局番なしの
＃7119、その他の場合は(622－6530
◆徳島こども医療電話相談
　プッシュ回線の固定電話または携帯電話の場合は局番なしの
＃8000、その他の場合は(621－2365
※どちらも12月29日㈫〜１月３日㈰は24時間対応です。

　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11月19日に開催しました。認知症でも安心して暮らせる社会の実
現を目指し、啓発活動などを行っている「認知症の人と家族の会　徳島県
支部」の皆さんと、認知症カフェの運営や社会における認知症の人の活躍
の場などについて、活発な意見交換を行いました。
　参加者からは「移動手段を公共交通に頼っている人も参加しやすいよう、
市と協働しながら徳島駅前で認知症カフェを開催できないか」などの意見
があり、内藤市長は「認知症は身近な問題。認知症の人や家族だけでなく、
地域の人など多くの人に関わってもらいたい。また徳島駅前の活性化にも

つながるので、駅前に協働で
認知症カフェを開催する方法
について検討したい」と話し
ました。
　詳しくは、市ホー
ムページをご覧くだ
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しました市長とわくわくトークを開催しました

[問い合わせ先]
中心市街地活性化準備室（(621－5262  621－5273）

中心市街地の活性化に向けての中心市街地の活性化に向けての
取り組みを推進します取り組みを推進します

　

　徳島市では、今年８月末
に駅前の象徴であった「そ
ごう徳島店」が閉店するな
ど、中心市街地の活力低下
が課題となっています。
　このような状況の中、県
市協調による新ホールの整
備や県青少年センターのア
ミコビルへの機能移転が検
討されるとともに、徳島都市開発株式会社によるアミコビル再生が進めら
れており、今まさに活性化に向けて動き出しています。
　県都にふさわしい活力ある中心市街地を目指すグランドビジョンを早急
に策定し、これらの動きをより効果的なものとするため、「中心市街地活
性化準備室」を設置しました。今後、関係機関などとの積極的な連携のも
と、取り組みを進めていきます。
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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。 

とくしま動物園北島建設の森
◆どうぶつえんのクリスマス
　サンタクロースの格好をした
スタッフが来園者（子どものみ）
へプレゼントを配布（先着順）。
※当日サンタクロースの格好（帽
子だけでも可）をした来園者は入
園料が無料になります。
[とき]12月20日㈰９：30 〜
◆干支（えと）の引き継ぎ式
　鏡餅を使って干支の引き継ぎを行い、新年をお祝いします。子どもに
はお年玉プレゼントを配布。
[とき] １月２日㈯11：00 ～

◇　　　◇　　　◇　　　◇　　　◇　

[入園料]大人600円、中学生以下無料
[問い合わせ先]とくしま動物園北島建設の森（(636－3215　 636
－3218）

阿波おどり会館
◆阿波おどり新春特別公演
[とき] １月２日㈯・３日㈰各日
13：00 ～ 13：50、15：00 ～
15：50
[ところ]同会館２階ホール　
[出演]▶２日㈯＝藝茶楽▶３日㈰＝
阿波扇
[定員]各公演100人　※新型コロ
ナウイルス感染症対策により人数
を制限しています（通常250人）。
[入場料]大人＝1,000円、小・中
学生＝500円　※各日とも10：00
から同会館１階特設売り場で、入
場券を販売。１人５枚まで。各種
割引券は利用できません。
[問い合わせ先]
阿波おどり会館（(611－1611　 611－1612）

令和２年度12月補正予算の概要をお知らせします
　令和２年第６回徳島市議会定例会（12月14日閉会）において、一般会
計などの補正予算が可決されました。
　今回の補正予算は、新型コロナウイルス感染症の影響から子どもや高
齢者の生活と命を守るための経費のほか、子育て支援に関する市民サー
ビスをより効果的に提供できるよう、福祉や教育・保育環境の充実に向
けた予算を計上しました。主な事業を紹介します。

◆修学旅行キャンセル料等支援事業　　　　　　　2,471万円

　新型コロナウイルス感染症により、市立小・中学校が予定している
修学旅行を中止または延期した場合に発生するキャンセル料など、保
護者負担額の全額（旅行代金の半額が上限）を補助します。

◆子ども見守り宅食緊急支援事業　　　　　　     　    293万円

　新型コロナウイルス感染症による外出自
粛や経済的な困窮などで高まる家庭リスク
に対する見守りを強化するため、見守りが
必要な子どもに週１回程度の食事を自宅ま
で届けます。

◆その他の感染症対策事業                   　               9,937万円

　東消防署と西消防署の庁舎入口への体温・マスク検知システムの導
入や、高齢者を対象としたインフルエンザワクチンの接種費用の無償
化などを行います。　

◆認定こども園整備事業　　　　　　               　 　   199万円

　「新たな市立教育・保育施設の再編計画」に基づき、不動保育所を
幼保連携型認定こども園に移行するにあたり、相談室などを整備し
ます。　　

◆保健センター改修等事業費　　　　　　               850万円

　妊娠期、乳幼児期から始まる子ども
の健全な育成など、子育て支援に関す
る市民サービスをより一体的、効果的
に提供するため、令和３年度行政組織
改正において、現在の保健福祉部を「子
ども未来部」と「健康福祉部」に再編
します。これに伴い、子ども未来部（一部を除く）を設置する保健セン
ターの改修・拡張などを行います。

◆ＵＩＪターン保育士応援事業　　　　　　限度額1,000万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　債務負担行為（※）

　待機児童を解消するための保育士確保対策
として、市内の民間保育園などに、ＵＩＪター
ンにより就職する保育士に対し上限50万円を
助成します。

（※）債務負担行為とは、契約などにより将来
にわたって市が支出する内容について、 あら
かじめ予算に定めておくものです。

新型コロナウイルス
感染症対策 子育て支援など

［問い合わせ先］財政課（(621－5045　 623－8121）

補正予算額※ 補正後の予算額
一 般 会 計 12億6,117万円 1,319億3,932万円
特別・企業会計 2億3,378万円 920億3,906万円
合 計 14億9,495万円 2,239億7,838万円

※開会日に提出された補正予算額（給与改定等補正予算額を除く）。

年末年始のイベント

そ　の　他

◆阿波おどり会館施設整備費　　　　　　　　　　7,700万円

　来館者に安心・安全な施設空間を提供するため、老朽化した館内の
空調設備を改修します。

▲阿波扇

▲藝茶楽
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生活よりそい支援金の
申請期間を延長

　生活よりそい支援金（１世帯当
たり３万円支給）の申請期間を３ 
月31日㈬まで延長します。申請が
お済みでない場合は、期間内に手
続きをしてください。

徳島県社会福祉協議会の緊急小
口資金（特例貸付）の貸付を受けた
世帯※住所などの要件あり。

３月31日㈬（消印有効）までに、
申請書（市HPからダウンロード
可）、貸付決定通知書の写し、通帳
の写しを原則郵送で保健福祉政策
課（〒770-8571　幸町２- ５）へ
※徳島市社会福祉協議会窓口でも
受け付けています。
　詳しくは市HPをご覧
いただくかお問い合わ
せください。

保健福祉政策課（(621-5175
655-6560）

国保・後期高齢者医療・
介護の保険料を減免

　新型コロナウイルス感染症の影
響により、収入が減少し、納付が困
難な国民健康保険、後期高齢者医
療保険および介護保険の保険料を
減免します。

［対象保険料］令和２年２月１日か
ら令和３年３月31日までの間に
普通徴収の納期限(公的年金から
の特別徴収の場合は、対象年金の
支払日)が設定されている保険料
※減免額は該当要件によって異な
ります。
　対象者や申請方法な
ど、詳しくは市HPをご覧
いただくかお問い合わせください。

▶国民健康保険・後期高齢者
医療保険＝保険年金課（(621-
5157　 655-9286）▶ 介 護 保
険＝介護保険課（(621-5581

624-0961）

国民健康保険の
一部負担金を減免

　災害などの特別な事情により、
生活が一時的に苦しくなり、医療
費の支払いが困難となった世帯の
病院や薬局での一部負担金を減免
または徴収猶予します。
　申請には、事業主や医療機関な
どが記載した書類の送付が必要で
すので、事前にお問い合わせくだ
さい。

保険年金課（(621-5159　
655-9286）

マイナンバーカードが
健康保険証として利用可能に

　令和３年３月以降、機器の導入
ができた医療機関・薬局で順次利
用が開始されます。利用可能な医
療機関・薬局は、今後、厚生労働省・
社会保険診療報酬支払基金HPで
公表予定です。
　便利になる点として▶就職、転
職、引っ越しをしても健康保険証
の発行を待たずに利用できる▶マ
イナポータルで自身の特定健診情
報や薬剤情報、医療費情報を閲覧
できる　　などがあります。
　マイナンバーカードを保険証と
して利用するためには、事前にマ
イナポータルサイトからの申し込
みが必要です。
　詳しくはマイナポータ
ルサイトをご覧いただく
かお問い合わせください。

マイナンバー総合フリーダイヤ
ル（(0120-95-0178）

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29日㈮までに
申告してください。

資 産 税 課（(621-5074　
623-8115）

固定資産税・都市計画税を軽減

　新型コロナウイルス感染症の影
響で事業収入が減少した中小企業
などに対し、令和３年度の事業用
家屋、償却資産に係る固定資産税・

都市計画税の軽減を行います。
令和２年２月～ 10月までの任

意の連続する３カ月の事業収入
が、対前年同期比で30㌫以上減少
した中小企業など
　軽減を受けるには申告が必要で
す。詳しくは市HPをご覧
いただくかお問い合わせ
ください。

資産税課（(621-5072・5074
623-8115）

消防の年末特別警戒を実施

　年末は火
災が起こり
やすい季節
で す。市 民
の皆さんに
防火意識を
高めていただくとともに、火災へ
の警戒体制を強化するため、年末
特別警戒を実施しています。
　12月26日㈯からは、消防局や
消防団による特別夜間警戒を実施
します。火の取り扱いには十分注
意してください。

消防局警防課（(656-1192
656-1201）

セルフスタンドでの給油に
ご注意を

　セルフス
タンドで給
油を行う際
は、以下のこ
とにご注意
ください。
▶給油時はエンジンを停止する▶
給油前に油種を確認する▶給油前
に必ず「静電気除去シート」に触れ
て、静電気を除去する▶注ぎ足し
給油をしない▶ライターやたばこ
などを使用しない▶自身でガソリ
ン・軽油を携行缶に入れない
　ガソリンは非常に危険です。安
全な給油を心掛けましょう。

消防局予防課（(656-1193
656-1201）

建設業などの
業者登録を受け付け

　本市が発注する建設工事につい

て、競争入札参加資格審査申請を
受け付けます。

［有効期間］令和３年６月１日～令
和５年５月31日

１月13日㈬～ 27日㈬に県提出
書類は県窓口へ、市提出書類は市
役所５階土木政策課へ。申請書類
などは市HPからダウンロード可。
　詳しくは市HPをご覧
いただくかお問い合わせ
ください。

土木政策課（(621-5327　
624-5563）

食品ロス削減にご協力を

　家で過ごす時
間が増えている
今 こ そ、家 庭 で
できる食品ロス
削減に取り組み
ましょう。

［買い物時］▶冷蔵庫の中身を把握
して必要な量だけ買う▶陳列され
た商品は手前から取る 

［家庭］▶期限を把握して残ってい
る食材から無駄なく使う▶野菜の
皮などの過剰除去に気を付けて料
理する▶残った料理は作り替える
など工夫する
　「もったいない」を意識して、ご
みの減量にご協力ください。

市民環境政策課（(621-5202
621-5210） 

創業支援相談会を実施

　創業に必要
な知識などに
ついての個別
相談会（１人
30分程度）を
実施します。

１月29日㈮13：30 ～ 17：00
ふれあい健康館２階 10人（先

着）
１月22日㈮までに、電子申請

で申し込みいただくか、参加申込
書（市HPからダウンロード可。市
役所３階経済政策課でも配布）を
ファクスで同課へ※電話申し込み
も可。
　詳しくは市HPをご覧
いただくかお問い合わ

申告期間中の
市・県民税の申告相談は予約制です

　市・県民税の申告相談は、新型コロナウイ
ルスの感染防止のため、事前に電話での予約

（先着順）が必要になります。
　相談希望日の４営業日前までに、連絡して
ください（申告期間は２月16日㈫～３月15日
㈪各日９：00 ～ 16：00）。
　当日は、アルコール消毒や待機中のソー
シャルディスタンスの確保にご協力をお願い
します。

市民税課（(621-5063 ～ 5065　 621-
5456）

宝くじの助成事業で活動資機材を整備

　財団法人自治総合センターは、宝くじの受託事業収入を財源に、コミュニティ組織などの活動を助
成する社会貢献広報事業を実施しています。本市では、この事業により、令和２年度に婦人防火クラ
ブ、幼年消防クラブおよび少年消防クラブへ活動資機材（下写真）を整備しました。

消防局予防課（(656-1193　 656-1201）

▲幼年消防クラブ活動資機材
（長胴太鼓一式）

▲婦人防火クラブ活動資機材
（煙体験ハウス・煙発生装置・法被）

▲少年消防クラブ活動資機材
（帽子・ウインドブレーカー）

特
別
警
戒

↗
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せください。
経済政策課（(621-5225　

621-5196）

パートナーシップ宣誓制度
をご存知ですか

　本市では、性の多様性や人権尊
重の理解を深めるため、パート
ナーシップ宣誓制度を導入してい
ます。
　同制度は、性的マイノリティの
２人が相互の協力により継続的な
共同生活を行うことを宣誓し、市
がそれを公的に証明するもので
す。婚姻とは異なり、法的な効力は
ありませんが、制度に賛同する企
業などのサービスを家
族として利用できます。
　詳しくは市HPをご覧
いただくかお問い合わせください。

人権推進課（(621-5169　
655-7758）

法定相続情報証明制度を
ご存知ですか

　全国の登記所（法務局）におい
て、各種相続手続きに利用するこ
とができる法定相続情報証明制度
の申請ができます。この制度を利
用することで、各種相続手続きで
戸籍謄本の束を何度も出し直す必
要がなくなります。
　詳しくは徳島地方法
務局HPをご覧いただく
かお問い合わせください。

徳島地方法務局（(622-4683 
656-5485）

あわーず徳島に
加入しませんか

　あわーず徳島（徳島勤労者福祉
サービスセンター）は、中小企業が
従業員の福利厚生を充実できるよ
う支援している会員制の組織です。
　加入方法や条件など、詳しくは

お問い合わせください。
あわーず徳島（(611-3322
611-3323）

特定最低賃金が改定

　12月21日㈪から、徳島県の特
定産業別の最低賃金が次のとおり
改定されます。

徳島労働局（(652-9165　
622-3570）

成年後見制度の無料相談

▶弁護士相談＝１月13日㈬、２
月10日㈬各日13：00 ～ 16：00

（要予約）▶一般相談＝土・日・祝
日を除く毎日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）

就職氷河期世代向け
就職支援

◆四国放送アナウンサーと行くメ
ディアバスツアー
　徳島労働
局主催の就
職支援バス
ツアー。

１月18日
㈪９：30 ～ 16：40 就職支援
制度の案内、職業訓練校の見学・体
験、企業見学 24人（先
着）

１月14日㈭まで
◆IT・CAD基礎コース
　厚生労働省が委託する職業訓練。

１月12日㈫～３月19日㈮（平

日午前・全47回） 設備業に必要
なCADなどに関する講義・実習、
ビジネスマナーなど 30人(先
着) 無料（教科書代や損害保険料
など別途必要）

12月21日㈪まで
◇　◇　◇　◇　◇
35 ～ 54歳の求職者など

　申し込み方法など、詳しくは各
二次元コードから穴吹カレッジ
サービスHPをご覧いただくかお
問い合わせください。

穴吹カレッジサービス（(653-
3179　 626-8347）

眉山ロープウエイの運休

　施設総点検と設備機器修繕のた
め、２月１日㈪～３月１日㈪まで運
転を休止します。

眉山ロープウエイ（(652-3617）

譲ります・譲ってください
［譲ってください］▶ベビーベッド
▶コンパクトミシン

　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、消費生活セン
ター（アミコビル３階　(625-
2326　 625-2365）に ご 連 絡
ください。

募　集

市民病院正規職員
（診療放射線技師）

　令和３年４月１日採用の正規職
員（診療放射線技師）を募集しま
す。

［試験日］１月10日㈰
［試験会場］市民病院
［採用予定人数］１人程度

12月25日㈮（必着）までに、申
込書（同病院HPからダウンロー
ド可。市役所１階総合案内などで
も配布）に必要事項を記入し、郵
送で市民病院総務管理課（〒770-
0812　北常三島町２-34）へ
　詳しくは同病院HPを
ご覧いただくかお問い合
わせください。

市民病院総務管理課（(622-
9323　 622-5313）

大掃除で出た資源ごみはエコステーションへ

　常設の資源物回収施設「エコステーション」を開設していま
す。収集日や量に関係なく対象品目の資源ごみを持ち込むこ
とができます。

▶ 平 日 ＝10：00 ～ 19：00
▶土・日・祝日・12月29日・30日・
31日＝10：00 ～ 17：00
※１月１日㈷～３日㈰は休み。

城東町二丁目５-40
［対象品目］▶スチール缶▶アル
ミ缶▶びん▶ペットボトル▶新聞紙・折込チラシ▶雑誌・カ
タログ▶段ボール▶紙パック▶雑がみ▶食品トレイ▶プラ
マークごみ▶古着▶使用済みインクカートリッジ▶乾電池▶
廃蛍光管▶廃食用油▶携帯電話▶羽毛布団▶小型充電式電池

［注意点］家庭から出た資源ごみに限ります。対象品目以外は
受け付けできません。缶・びん・ペットボトル・プラマーク
ごみなどは、あらかじめ軽く水洗いしてください。
　詳しくは市HPをご覧いただくかお問い合わせく
ださい。

市民環境政策課（(621-5202　 621-5210）

イベントニュース60　ひょうたん島川の駅連絡会
イベント名 とき ところ 内容・参加費など 申し込み・

問い合わせ先

SunSun
マーケット

12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。

チ ャ レ ン ジ サ
ポーターズ

（(070-5350-
9033）

水際
コンサート

12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-
2 0 8 4 　
623-2707）

とくしま
マルシェ

12月27日㈰
９：00～14：00

しんまちボード
ウオーク周辺

テーマは「甘酒・おも
ち・年越しフェア！」。
約60のパラソルが軒を
連ねる産直市。
10周年イベント開催。

と く し ま マ ル
シェ事務局

（( 6 7 8 -
2117）

会計年度任用職員

◆市民税課事務職員①
［業務内容］課税資料の受け付けや、整
理、パソコン入力など

［勤務時間］８：30 ～ 17：00
［任用期間］１月15日～３月31日
［給与］月額14万6,100円（勤務日数に
よる減額あり）

［募集人数］若干名
［選考試験］１月５日㈫９：00 ～ 12：
00、13：00 ～ 16：00に市役所２階
同課で行う面接に直接履歴書持参
◆とくしま動物園飼育員②
［業務内容］動物の飼育や展示
［勤務時間］８：30 ～ 17：00
［任用期間］４月１日～令和４年３月31日
［募集人数］若干名
［選考試験］▶一次＝書類選考▶二次＝
２月７日㈰10：15から同園で面接・小
論文・実技

［受験資格］次のいずれかを満たす人
▶専門学校などで動物に関する専門課
程を修了した、または令和３年３月に
修了見込みの人▶動物園で飼育展示に
関して１年以上の実務経験がある人

１月８日㈮（必着）までに、所定の申
込書（市HPからダウンロード可。市役
所１階総合案内、動物園事務所でも配
布）と「動物園飼育員としての心構え」
をテーマとした小論文（400字程度）を
郵送で、とくしま動物園北島建設の森

（〒771- 4267　渋野町入道22 -１）へ
◇　◇　◇　◇　◇

　詳しくは市HPをご覧いた
だくかお問い合わせくださ
い。
①市民税課（(621-5065　 621-

5456）②とくしま動物園北島建設の
森（(636-3215　 636-3218）

吉野川
阿
波
し
ら
さ
ぎ
大
橋

徳島
商業高校 交番 市立高校

城東
中学校

コンビニ

▲

至末広大橋

徳島市
エコステーション

12月は市・県民税の
第４期分の納期月です
納期限は１月４日㈪

特定最低賃金の業種 時間額
造作材・合板・建築用組立材
料製造業 875円

はん用機械器具、生産用機械
器具、業務用機械器具製造業 928円

電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械
器具製造業

888円

↘
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年末年始の青空市

　年末の青空市は12月31日㈭ま
で、年始は１月９日㈯から行いま
す。

徳 島 市 青 空 市 の 会（(655-
8637）

コロナ禍で頑張る人への
メッセージ展

　医療・介護従事者や身近な家族
などに向けた市民の皆さまからの
感謝メッセージを展示します。

▶ふれあい健康館１階きっ
かけ空間＝12月15日㈫～ 20日
㈰※15日は13：00 ～、20日は
17：00まで。▶市役所１階国際
親善コーナー＝12月25日㈮～１
月８日㈮

高齢福祉課（(621-5574　
624-0961）

家族で楽しむ
クラシックコンサート

　お子さま
連れで楽し
め る ク ラ
シック音楽
会。入 場 無
料。※２回公演。

［出演者］井上ゆかり（ソプラノ）、
よんでんアンサンブル弦楽四重奏
ほか

１月17日㈰▶１部＝11：00
～▶２部＝14：00 ～※各部30分
前に開場。 シビックセンターさ
くらホール（アミコビル４階） 各

100人（先着）
電話、ファクス、メールまたは直

接、同センターへ
　詳しくは同センター
HPをご覧いただくかお
問い合わせください。

シ ビ ッ ク セ ン タ ー（(626-
0408　 626-0833）

講座・教室

ふれあい健康館
運動指導コース（１～４月）

　フィットネ
ス、エアロビク
ス、腰痛・膝痛
改 善、水 中 ウ
オーキング、水
泳――など全部で28コース。

12月21日㈪（必着）まで
　参加費や申し込み方法など、詳
しくは同館HPをご覧い
ただくかお問い合わせく
ださい。

ふれあい健康館（(657-0187
657-0189）

ふれあい健康館
コミカレ短期特別講座

▶ベビーとママのファーストサ
イン（全４回）＝１月12日・26日、
２月９日、３月２日の火曜日各日
13：30 ～ 15：00▶ベビママヨ
ガ（全６回）＝１月15日・29日、
２月５日・19日、３月５日・12
日の金曜日①９：30 ～ 11：00②
11：00 ～ 12：30▶大人のコー
ヒー講座＝１月17日㈰①10：00
～ 11：30②13：30 ～ 15：00

▶ ベ ビ ー と マ マ のLet's enjoy 
English（全６回）＝１月18日・
25日、２月１日・15日、３月１日・
15日の月曜日①10：00 ～ 10：
40②11：00 ～ 11：40▶ベビー
ス キ ン ケ ア 教 室 ＝ １月19日㈫
13：30 ～ 15：00▶着物リメイ
クブラウス編＝１月21日㈭、２月
４日㈭各日13：30 ～ 15：30

講座開始日の10日前まで
　参加費や申し込み方法など、詳
しくは同館HPをご覧い
ただくかお問い合わせく
ださい。

ふれあい健康館（(657-0194
657-0189）

ふれあいパソコン講座

　パワーポ
イ ン ト を
使って御朱
印 帳 を 制
作。

２月16日㈫13：00 ～ 15：00
ふれあい健康館 ９人（先着）
2,300円（教材費込み）
２月９日㈫までに、電子申請、電

話で同館へ
ふれあい健康館（(657-0194
657-0189）

考古資料館の講座

◆とくしま好古楽倶楽部
　柔らかい滑石を使って勾玉を制
作。

１月10日㈰13：00 ～ 16：00
◆遺跡と遺物に学ぶ考古学講座
　阿波国分寺跡の見学と出土品の
解説。

１月30日㈯14：00 ～
◇　◇　◇　◇　◇

小学生以上（小学生は原則保護
者同伴） 各20人（先着）

電話または直接、同館へ
考古資料館（(637-2526　

642-6916）

徳島城博物館
美術史アカデミー

　「近世絵画史の巨匠たち」をテー
マに、江戸時代絵画史の多彩な魅
力を紹介。

▶２月13日㈯＝長澤蘆雪▶
２月23日㈷＝谷文晁▶２月27日
㈯＝酒井抱一▶３月７日㈰＝岩佐
又兵衛　　各日13：30 ～ 15：00

40人（抽選） 2,000円（入館料
込み。全４回）

２月２日㈫（必着）までに、はが
きに「美術史アカデミー受講希望」
と明記し〈名前/住所/電話番号〉
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）

認知症サポーター養成講座

　認知症に関する基礎知識や認知
症の人やその家族への支援などに
ついて、地域包括支援センターの
職員が講演。

１月20日㈬14：00 ～ 15：30
徳島市医師会館（幸町３） 10

人（先着）
電 話 で 同 セ ン タ ー（(0120-

24-6423）へ
高齢福祉課（(621-5574　

624-0961）

はこらいふ図書館イベント

◆新春書初め大会※要申し込み
　冬休みの宿題、書いてみたい言葉など、楽しみながら挑戦。

１月６日㈬10：00 ～ 11：30 小学生 ５人（先着）
◆けん玉マスターになろう※要申し込み
　初心者や小さなお子さまも歓迎のけん玉体験会。

１月24日㈰14：00 ～ 15：00 ５歳以上の子どもとその保護者 ５組
◆冬のわらべうた講座※要申し込み
　冬に楽しめるわらべ歌遊びを覚える。

１月９日㈯10：30 ～ 11：30 大人 10人
◆バリアフリー映画上映会「博士の愛した数式」※要申し込み
　80分しか記憶がもたない天才数学博士と、家政婦とその10歳の息子。数
字によってつながる３人の驚きと喜びに満ちた日々の物語※日本語字幕と
音声ガイド付き。

１月23日㈯14：00 ～ 16：00 60人
◇　◇　◇　◇　◇

　上記以外にもイベントを開催しています。イベントの日時、内容
などは変更する場合があります。詳しくは同館HPをご覧ください。

はこらいふ図書館（(654-4421　 654-4423）

とくしま植物園各教室の参加者を募集

市内在住・在勤・在学の人 各10人（抽選）
12月25日㈮（消印有効）までに、同園HPから申し込みいただくか、は

がきまたはファクスで〈教室名（Flower Diariesは日時も）/住所/名前
/電話番号/市外の人は勤務先名または学校名〉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

とくしま植物園（(636-3131　 636-3132）

教室名 日時 内容 参加費

押し花
ワークショップ

１月16日㈯
10：00～12：00 押し花フラワーペンを制作 1,200円

Flower Diaries

１月17日㈰
10：00～12：00 春のアレンジメントを制作Ａ

各3,000円１月26日㈫
10：00～12：00 春のブーケを制作

２月２日㈫
10：00～12：00 春のアレンジメントを制作Ｂ

フレンチクラフト
カルトナージュワーク
ショップ

１月30日㈯
10：00～12：00 ペンケースを制作 1,500円
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徳島ガラススタジオ
ガラス工芸ワークショップ

　初心者を
対象とした
ガラス工芸
を学ぶワー
クショップ。

１月21日㈭～３月22日㈪（全
８回）
　日程や参加費など、詳しくは同
スタジオHPをご覧いた
だくかお問い合わせくだ
さい。

徳島ガラススタジオ（(669-
1195　 669-1221）

健　康

青空健康ウオーキング

　運動習慣と正しい知識を身に付
けるウオーキング講座（全４回）。

▶１月コース＝１月13日㈬・
14日 ㈭・20日 ㈬・21日 ㈭ ▶ ２
月コース＝２月３日㈬・４日㈭・
17日㈬・18日㈭　　各日10：00
～ 11：30 とくぎんトモニア
リーナ東側広場集合 医師から運
動制限を受けていない市民※今年
度の同講座に参加した人は除く。

各20人（先着） タオル、飲み物
電話または直接、保健センターへ
と く ぎ ん ト モ ニ ア リ ー ナ

（(654-5188　 652-9383）、
保 健 セ ン タ ー（(656-0534　

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。

１月12日 ㈫・
25日㈪、２月10日㈬各日12：30
～ 14：00※いずれか１日のみで
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
※過去の健診結果や出産経験があ
る人は母子健康手帳をお持ちくだ
さい。

保健センター（(656-0534
656-0514）

風しん予防接種費用を助成

　先天性風しん症候群を予防する
ため、風しん予防接種費用を助成。

本市に住民登録しており、次の
いずれかに該当する人▶本市が実
施した妊婦一般健康診査の結果、

風しん抗体価が低いと判定された
人▶平成30年度以降の徳島県風
しん抗体検査を受け、抗体価が低
いと判定された人▶風しんの第５
期のクーポン券を使用し抗体検査
を受け、抗体価が低いと判定され
た人

［助成金額］予防接種に
要した費用の一部（上限
5,000円。１人１回限り）
　詳しくは市HPをご覧ください。

保健センター（(656-0540
656-0514）

特定健康診査は
12月20日㈰まで

受診券に同封している医療機関
一覧表のとおり 徳島市国民健康
保険に加入している昭和21年４
月１日～昭和56年３月31日生ま
れの人 1,000円 受診券、徳島
市国民健康保険被保険者証
　受診期限が近づいていますの
で、希望者は受け忘れのないよう
ご注意ください。※受診券がない
人は保険年金課までご連絡くださ
い。
◆健康づくりで商品券が当たる
　受診券に同封している応募用紙
に、今年度受診したがん検診の受
診日などを記入して、12月31日
㈭（消印有効）までに送付してい
ただくと、抽選で商品券（1,000円
分）を進呈します。

保険年金課（(621-5159　
655-9286）

■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

子ども施設課（(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）

一般相談・カウンセリング
［電話・面談（要予約）］

10：00 ～ 12：00、12：45 ～ 18：00
（受け付けは17：00まで）
［休］日曜、火曜、木曜、年末年始

夜間相談 
［電話、面談ともに要予約］

６・13・20日㈬
18：00～20：00

８・15日㈮
※無料託児あり（１歳～就学前）。３日前までに要予約

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 ５・19日㈫ 13：30～16：00

人権相談（市内在住の人）

弁護士相談（注１） 毎週水曜、８日㈮（予
約制） 13：00 ～ 16：00

公証人相談（相続・遺言など） 19日㈫ 13：00 ～ 16：00
司法書士相談（注２） 休止中
行政書士相談 毎週火曜 10：00 ～ 12：00
社会保険労務士相談（年金相談） 14日㈭ 13：00 ～ 16：00
土地家屋調査士相談 ７日㈭・21日㈭ 10：00 ～ 12：00

不動産相談
14日㈭ 10：00 ～ 12：00
26日㈫ 13：00 ～ 16：00

住まいづくり相談 28日㈭ 10：00 ～ 13：00
行政相談委員相談（注３） ４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１月６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１月８日・13日・20日・27日、２月３日（各日６人で１人30分以内）です。

（注２）司法書士相談は、再開が決まり次第ホームページなどでお知らせします。
（注３）行政相談委員相談は、１月20日㈬13：00 ～ 15：00、ふれあい健康館１階相談室でも
実施します。

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）

　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、相談が中止に
なる場合があります。事前にお問い合わせください。
　また、ご相談の際には、マスクの着用や咳エチケッ
ト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

■管理栄養士による相談

■健康運動指導士による相談

■歯科衛生士による相談

健康相談・COPD予防相談・
禁煙支援相談 12日㈫ 13：00～15：00

もの忘れ予防相談 20日㈬ 9：30～11：30
歯科医師相談 21日㈭ 13：00～15：00
糖尿病予防相談 27日㈬ 14：30～16：30

※相談時間は１人30分程度。

◆さわやか窓口相談室（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

◆女性センター（アミコビル４階）　(624-2613　 624-2612

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

◆保健センター（ふれあい健康館内）　(656-0534　 656-0514
［要予約］※母子相談のみ　(656-0532　

健康相談
（成人相談・母子相談）

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

大人の歯みがき相談 13日㈬ 13：00 ～ 15：30
※１人30分程度。

　１月の講座やイベントに
ついては、市HPをご覧くだ
さい。相談業務については、
各施設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。

1
無料
相談

月の

子育て施設
インフォ
メーション

１月
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　市長コラム　第１回

県市協調の推進
　2020年の徳島市政を一言で表
すとすれば「県市協調」です。
　市役所近隣のお店で、市政で何
が一番気になるかをリサーチして
みたところ、新ホールの整備が前
に進み始めたことに好感を持って
いる方が多く、「県と仲良くするの
が一番でよ」というご意見をたく
さんいただきました。市民の皆さ
んが「県市協調」を待ち望んでい
たことを実感しており、駅前のま
ちづくりも含めて、引き続き、連
携しながら取り組んでいきたいと
考えています。
　また、県とは、ウイズ・コロナ
時代の新
しい阿波
おどり開
催方法の
実証事業

でも連携しており、藍場浜公園で
の屋外型を皮切りに、アスティと
くしまでの屋内型で閉幕と、双方
が協力したことにより、推進力も
増すことができました。
　そのほか、11月に県立徳島視覚
支援学校・徳島聴覚支援学校を福
祉避難所とする協定を県と結ぶこ
とにより、災害時における高齢者や
障害者などの要援護者の支援を強
化しましたが、さらに連携を深め
ていく必要があると考えています。
　今後も、県との協調・連携を強
化し、来年に向けて関係をより良い
ものにしていくとお約束をします。

民間との連携
　税収や人口が減少する中、行政
だけでできることには限界があり
ます。新型コロナウイルスの影響
もあり、政府はデジタル庁に本腰
を入れ、行政のデジタル化は今後
ますます加速すると思います。
　そのような中、市役所も変わる
べき時を迎えています。
　ことしは、コロナ危機突破プロ
ジェクトを始め、パーソナル知育
絵本の官民共同実験や、阿波おど

一年を振り返って一年を振り返って
●●徳島市長　内藤　佐和子徳島市長　内藤　佐和子

市長コラム　第２回
みんなでみんなで

いっしょに前へ！いっしょに前へ！

りのデ ジ タ
ル チ ケット
の顔認証技
術の導入サ
ポ ートなど
で、 た く さ
んの民間事
業者の力をお借りしてきました。
　また、待機児童の問題では保護者、
園長会、保育士養成校、経営者など
からさまざまなご提言や協働に向け
たご提案をいただきました。
　今後、さらに連携協定や新型コ
ロナサポーターズ宣言などを強化
し、市政への提言やアドバイスを
いただきながら、共に歩んでいけ
る民間事業者や外部団体を増やし
たいと思っています。

誰一人取り残さない
徳島市へ！

　私が市長になってからの８カ月
で、 民間事業者だけでなく多様な
プレーヤーがまちづくりや市政に
参画してくれるようになりました。
　今まであまり市政に関わってこ
られなかった若者や子育て世代の
方などが「何かが変わるのではな
いか」と会いに来てくださったり、

私自身が出向いてお話を聞かせて
いただいたりしています。
　ことしは子育て支援や子どもに
ついての施策が多かった印象があ
るかもしれませんが、もちろん高
齢者の方との意見交換も大切にし
ています。先日も、ご意見を市政
運営に役立てるため認知症の人と
家族の会の皆さんと「市長とわく
わくトーク」を行いましたが、こ
のほかにも、上八万のコミュニティ
バスを視察したり、老人会や地域
の防災訓練に参加したりしました。
　今後もさまざまな方のお話を聞
いて、もっと風通しのいいまちに
していきたいと考えています。
　また、市民の皆さんとの市政情
報共有に向け、より接点を持つた
めに徳島市公式ＳＮＳを強化して
いきたいと考えています。このデ
ジタル化に高齢者の皆さんが遅れ
ないよう、スマートフォン活用講
座で支援していますのでご活用く
ださい。
　来年も、この徳島市政の雰囲気
を継続しながら、誰一人取り残さ
ない徳島市を目指して頑張ります。
　みんなでいっしょに前へ！

　新型コロナウイルス感染症
の影響を大きく受けた2020
年もあと２週間あまり。今回
は、徳島市政の一年を振り返
ります。

    ▲パーソナル知育絵本    ▲パーソナル知育絵本

City Event Topics 11月

３
［祝］

犬飼農村舞台　　　
阿波人形浄瑠璃

　ことしは、新型コロナウイルス感
染症拡大の影響で一般公開を中止
しましたが、五穀豊穣を祈る祭礼や
襖からくりなどの伝承を絶やさな
いため、規模を縮小し開催しました。

13
［金］

地域産業の振興などに
関する連携協定を締結

　一般社団法人徳島イノベーショ
ンベースと連携協定を締結。起業
家支援や事業者・人材の交流促進、
人材育成などの分野で連携し、取
り組みを進めていきます。	

29
［日］

目指せ！！                  
徳島城の将棋名人

　徳島城博物館で、「徳島城御城
将棋」大会を開催。33人の将棋
ファンが参加し、日頃の練習の成
果を発揮するため、熱のこもった
対局を繰り広げました。

29
［日］

新型コロナウイルス感染症
対応避難所運営訓練を開催

　コロナ禍での大規模災害の発生を
想定した避難所運営訓練を開催。避
難所レイアウトの確認や避難者の受
け入れ、発熱者への対応、感染防護
服の着脱などの訓練を実施しました。

▲コミュニティバスの視察の様子▲コミュニティバスの視察の様子

▲阿波おどりのデジタルチケットの　▲阿波おどりのデジタルチケットの　
認証の様子認証の様子


