
徳島市の広報紙
毎月１日・15日発行20213/1号   No.1090

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

令和３年２月１日現在（前月比）　人口／251,984人（−109）　男／119,799人（−69）　女／132,185人（−40）　世帯数／121,013世帯（+18）　面積／191.39㎢

トピックストピックス
マイナポイント対象の
マイナンバーカード申請は３月末まで〈4面〉

● �東京2020オリンピック聖火リレートーチを展示〈4面〉
●インフォメーション 〈2・3面〉
　　おしらせ、イベント情報など

課名・主な業務 お問い合わせ先 窓口移転先 移転日※

子

ど

も

未

来

部

子ども政策課（現在の子ども企画課）
　 ▼ �幼児教育・保育の無償化（認可外保育
施設・一時預かりなどの保育料の払い
戻し）

　 ▼教育・保育施設の指導監査

(６２１－５２４０
５２４４

ふれあい
健康館
３階

３月22日
㈪

子ども健康課（現在の保健センターなど）
　 ▼妊娠届の受付、母子健康手帳の交付
　 ▼�妊産婦・乳児・幼児の健康診査、健康
教育、健康相談、栄養指導、予防接種

　 ▼�産後ケア、未熟児養育医療、不妊治療
費助成事業

　 ▼ �家庭児童相談、ひとり親家庭相談、
ショートステイ

(６５６－０５２９
０５４０
０５３２
０５３６

(６２１－５１２２

子ども保育課（現在の子ども施設課）
　 ▼教育・保育の認定
　 ▼保育所・認定こども園の入所申し込み
　 ▼保育所・認定こども園の利用者支援

(６２１－５１９３
５２９２
５１９１
５１９５

子育て支援課 ※一部業務が子ども健康課へ
　 ▼学童保育、児童館、児童遊園の管理
　 ▼�児童手当、児童扶養手当、子ども医療
の助成

(６２１－５１９２
５１９４

市役所
本館
３階

健

康

福

祉

部

健康長寿課
　（現在の高齢福祉課・保健センター）
　 ▼健康づくり事業、重症化予防事業
　 ▼�各種がん検診
　 ▼特定保健指導、栄養指導
　 ▼�高齢者肺炎球菌・高齢者インフルエン
ザ・大人の風しん予防接種

　 ▼ �地域包括ケアシステム、認知症対策、
介護予防

(６２１－５５２１
５５１２
５５１７
５５２３

�
(６２１－５５７４

市役所
南館
２階

３月22日
㈪

３月29日
㈪健康福祉政策課（現在の保健福祉政策課）

　 ▼民生委員、児童委員
　 ▼遺族援護、特別弔慰金
　 ▼社会福祉法人の設立認可、指導監査

(６２１－５５６２
５１７５
５５６３

高齢介護課（現在の介護保険課など）
　 ▼介護保険の資格や保険料
　 ▼介護認定、介護サービスなどの給付
　 ▼ �地域密着型サービス事業、居宅介護支
援事業

　 ▼高齢者いきがい事業、市バス無料乗車券

(６２１－５５８７
５５８２
５５８５
５１７６

市役所
南館
１階

４月１日
㈭

※移転日は、移転後の執務場所での業務開始日となります。
※保険年金課、�障害福祉課、生活福祉第一課・第二課の各窓口は変更ありません。

 「子ども未来部」と「健康福祉部」を新設「子ども未来部」と「健康福祉部」を新設
～３月22日㈪から健康・福祉・子育てに関する窓口が変わります～～３月22日㈪から健康・福祉・子育てに関する窓口が変わります～

[問い合わせ先]保健福祉政策課（(621－5562�� 655－6560）

　徳島市では、「本市ならではの魅力があふれ、誰もがこ
のまちが好きと感じられるわくわくするまち」を目指して
います。市民サービスの維持・向上に留意した上で、深刻化・
多様化する政策課題に迅速に対応していくため、４月１日
付で組織の見直しを行います。今号では、これに先駆け、
３月22日(月)から窓口が段階的に移動する「保健福祉部」
の主な変更点をお知らせします。

◆組織の見直し　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　子ども・子育て支援に関する市民サービスや成人・高齢者
の健康と福祉に関する施策をより一体的かつ効果的に展開す
るため、現在の保健福祉部を再編し、子ども・子育て支援、
母子保健などを担当する「子ども未来部」と、成人・高齢者
の健康教育、介護予防、健康保険などを担当する「健康福祉
部」を新設します。

◆窓口の移転先・移転日　　　　　　　　　　　　　　　　　　      
　保育所の入所手続き、家庭児童相談、ひとり親家庭相談、幼児教育・保育の無
償化に関する窓口が３月22日㈪からふれあい健康館３階に移転となります。
　ご来庁の際は、お間違えのないようご確認をお願いします。

ふれあい健康館のご案内
■所在地
沖浜東２丁目16番地
(657－0190

657－0189
■駐車台数
200台（１時間まで無
料）
■交通のご案内
＜徳島市営バス＞
▶「ふれあい健康館行
き」終点下車
▶南部循環バス「ふれ
あい健康館」下車
＜徳島バス＞（徳島駅前５番のりば）
▶バイパス経由小松島方面行き「文理大西口」
下車

至
鳴
門
市

至
小
松
島
市

現在の組織 新組織（令和3年 4月～）

【保健福祉部】
保健福祉政策課
保健センター
保険年金課
介護保険課
障害福祉課
高齢福祉課
生活福祉第一課・第二課
子ども企画課
子育て支援課
子ども施設課

【子ども未来部】
子ども政策課
子ども健康課
子育て支援課
子ども保育課

【健康福祉部】
健康福祉政策課
健康長寿課
保険年金課
高齢介護課
障害福祉課
生活福祉第一課・第二課
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…日時　 …場所　 …内容　 …対象者　 …定員　 …費用（表記無しは無料）　 …準備物　 …申し込み方法　 …問い合わせ先　(…電話番号　 …ファクス

 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。

おしらせ

選挙人名簿の
異議申し出を受け付け

　３月２日㈫～６日㈯、市役所９
階選挙管理委員会事務局（６日㈯
は市役所地下１階当直室）で、３月
１日に新たに選挙人名簿に登録し
た人と、新たに在外選挙人名簿に
登録した人の異議申し出を受け付
けます。異議申し出期間における
閲覧についてはお問い合わせくだ
さい。

選挙管理委員会事務局（(621-
5373　 626-4352）

税の申告期限を
４月15日㈭まで延長

　新型コロナウ
イルスの感染拡
大 防 止 の た め、
市・ 県 民 税、所
得税などの申告期限を４月15日
㈭まで延長します。
※市民税課での所得税の確定申告
の受け付けは、３月15日㈪まで。
◆市・県民税の申告
　３月15日㈪までに市・県民税
の申告・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
の予約（先着順）が必要です。
　延長期間中に申告した場合は、
６月の当初税額決定に反映でき
ず、７月以降の税額変更で対応す
ることがあります。

市役所２階市民税課
市民税課（(621-5063～5065
621-5456）

◆所得税などの申告
　３月15日㈪まではアスティと
くしま（山城町東浜傍示）で、申告
を受け付けています。※確定申告
会場への入場には整理券が必要で

す。
　なお、３月16日㈫以降
の確定申告の会場は決ま
り次第、国税庁HPでお知
らせします。
　詳しくはお問い合わせください。

徳島税務署（(622-4131）

休日保育の登録申請を
受け付け

　日曜・祝日に
就労などで保護
者が保育できな
い 場 合、休 日 保
育を利用できます。

市内認可保育所・認定こども園
（保育所部分）を利用している子ど
も※別途保育料はかかりません。

３ 月12日 ㈮ ま で に、
申請書（市HPからダウン
ロード可。市役所南館２
階子ども施設課でも配布）と、日
曜・祝日に保育を必要とする証明
書（保育所などの申し込み時に提
出した就労証明書などで判断でき
る場合は不要）を直接同課へ　
　詳しくは市HPをご覧いただく
か、お問い合わせください。

子ども施設課（(621-5193　 
621-5036）

モバイルバッテリーと
加熱式たばこを回収

　プラスチック
リサイクル工場
での火災の原因
と な る、モ バ イ
ルバッテリーと加熱式たばこを
徳島市エコステーション（城東町
二）、支所・コミュニティセンター
や市内の郵便局などに設置してい
る廃乾電池の回収ボックスで回収

しています。
　金属端子部分をテープなどで絶
縁して回収ボックスに入れていた
だくことで、適正にリサイクルで
きます。ぜひご協力くだ
さい。
　詳しくは市HPをご覧
ください。

市民環境政策課（(621-5202
621-5210）

ＪＲ四国ダイヤ改正

　ＪＲ四国のダ
イ ヤ 改 正 に よ
り、３ 月13日 ㈯
から徳島線にパ
ターンダイヤが導入されます。
　徳島駅～阿波川島駅間では、９：
00から18：00まで、普通列車が
約30分間隔で各駅を発着します。
　詳しくはお問い合わせくださ
い。

ＪＲ四国徳島駅((622-7935)

休日に国保料などの
納付・相談窓口を開設

　国民健康保険料・後期高齢者医 
療保険料の納付や納付相談ができ 
る臨時窓口を開設（電話相談可）。
当日は市役所東側駐車場（ＪＲ線 
路沿い）が利用可。

３月14日㈰８：30 ～ 12：00
市役所１階保険年金課
保 険 年 金 課((621-5165・

5384　 655-9286)

休日窓口を開設

　住民異動届、住民票の写し･戸籍 
謄抄本の交付、印鑑登録などがで
きる休日窓口を開設。

▶３月14日㈰８：30 ～ 12：00
▶３月28日㈰・４月４日㈰各日８：
30 ～ 17：00 市 役 所
１階
　詳しくは市HPをご覧
ください。

さわやか窓口相談室（(621-
5039　 621-5128）

募　集

パブリックコメント

　「徳島市食育推進計画（第３期）」
を策定するにあたり市民の皆さん
のご意見を募集します。
　同計画は、食育に関する施策を
総合的かつ計画的に推進するよう
定めるものです。
　計画素案は、市HP、市役所南館
１階保健福祉政策課・同10階情
報公開総合窓口、同１階総合案内、
各支所で閲覧できます。
［募集期間］３月26日㈮まで
［提出方法］電子申請、メール、郵
送または直接、保健福祉政策課

（〒770-8571　幸町２- ５）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。

保健福祉政策課（(621-5562 
655-6560）

フェスティバルあい実行委員

　11月に開催する男女共同参画
社会づくり啓発イベント「フェス
ティバルあい」の企画・運営に携
わる実行委員を募集。月１回程度
会議を開催（オンラインの場合も
あります）。

３月26日㈮（必着）までに、メー
ル、はがきまたはファクスに〈住所
/名前/年齢/電話番号〉を書いて、
女性センター（〒770-0834　元
町１-24 アミコビル４階）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。

女性センター（(624-2611　
624-2612）

徳島城博物館
ボランティア友の会会員

　館内・庭園などのガイド、イベ
ントの補助や手伝い、ミュージア
ムショップの運営などを行うボラ
ンティア友の会の会員を募集。

春季火災予防運動を実施

　火災の発生を防止し、高齢者を中心とする火災による死傷者
の発生を減少させるために、３月７日㈰まで「徳島市春季火災予
防運動」を実施します。期間中は、各種行事を開催し、火災予防の
普及啓発を図ります。
　火災予防に対する意識を持ち、火災の防止に努めましょう。

場  所 年齢 時間 定員
若松
こども園
(名東町１)

満１歳～
８：00

～
18：00

10 人
程度

四国大学
附属保育所
(寺島本町西２)

満１歳半
～

7 人
程度

消防局予防課（(656-1193　 656-1201）

①寝たばこは、絶対
やめましょう。

②ストーブは、燃
えやすいものから
離れた位置で使用
しましょう。

③ガスこんろな
どのそばを離れ
るときは、必ず火
を消しましょう。

◆命を守る３つの習慣

↗

会計年度任用職員の募集

◆保育士
［任用期間］令和３年４月１日～令和４年３月31日
［給与］フルタイム勤務＝月額17万928円～ 22万1,089円、パートタイム勤務
▶朝4.5時間勤務=月額11万2,480円～ 14万5,489円▶朝2.5時間勤務=日額
2,624円～ 3,395円▶夕３時間勤務=日額3,150円～ 4,074円※地域、通勤手当
あり。勤務形態に応じて期末手当あり。

申込書（市HPからダウンロード可）に必要事項を記入し、郵送または
直接、市役所南館２階子ども施設課（〒770-8571　幸町２-５）へ 

子ども施設課（(621-5195　 621-5036）
◆市民病院看護師（３交替勤務）
［任用期間］令和３年４月１日～令和４年３月31日
［給与］月額22万4,643円～ 29万7,155円※地域、通勤、期末などの手当あり。

所定の申込書を郵送または直接、市民病院総務管理課（〒770-0812　北常三島
町２-34）へ

市民病院総務管理課（(622-9323　 622-5313）
　詳しくは市HPをご覧いただくか、お問い合わせください。

…日時　 …場所　 …内容　 …対象者　 …定員　 …費用（表記無しは無料）　 …準備物　 …申し込み方法　 …問い合わせ先　(…電話番号　 …ファクス
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HP…ホームページ  *…メールアドレス  

徳島市役所（本庁舎）への郵便物は、住所がなくても「〒770-8571 徳島市役所○○課」で届きます。電話番号案内および夜間・休日にご用のある人は代表番号(621–5111へ。 

ボ ラ
ン テ ィ ア
と し て 週
１回（特 に
土曜日・日
曜日）活動でき、２日間の研修（４
月14日㈬、17日㈯に実施予定）
に参加できる人

３月31日㈬（必着）までに、往復
はがきに「ボランティア友の会加
入申し込み」と明記し、〈住所/名
前/年齢/電話番号/返信宛名〉を書
いて、徳島城博物館（〒770-0851
徳島城内１-８）へ
　詳しくはお問い合わせくださ
い。

徳島城博物館（(656-2525　
656-2466）

学童保育の補助員

　学童保育クラブの補助員（パー
ト勤務）を募集します。

　詳しくは、各クラブへお問い合
わせください。※土曜・日曜・祝
日を除く。

沖洲学童保育ひまわりクラブ
（ 1 0：0 0 ～1 9：0 0 　(6 6 4 -
4661）、八万南学童保育クラブ

（11：30～18：45 　(668-
7615）

ガーデニングコンクール
出展作品

　出展作品は４月25日㈰～５月
５日㈷に、とくしま植物園で展示
します。
　各自で用意したコンテナやハン
ギングなどを使用して自由に作品
を制作してください。※屋外展示
のため、天候などにより作品が破
損する場合があります。
[コース・対象]▶フリーコース＝
市内在住・在勤・在学の人または
グループ▶ユースコース＝市内在

住・在勤または県内の各学校に在
学中の18歳以下の人やグループ
[賞・賞品]賞状・クオカード贈呈。
▶各コース=最優秀賞１点、優秀
賞２点、入賞３点▶全作品=人気
投票最高得点者に特別賞１点

４月10日㈯（必着）までに、申
込書（同園HPからダウン
ロード可。とくしま植物
園でも配布）に必要事項
を記入し、郵送、ファクス、メール
または直接、とくしま植物園緑の
相談所（〒771-4267　渋野町入
道45-１）へ
　詳しくは同園HPをご覧くださ
い。

とくしま植物園（(636-3131
636-3132）

催　し

リノベーション
まちづくり講演会

　空き家や空き店舗、空き地など
の「今ある資産」を活用してまちの
課題解決と再生を図る「リノベー
ションまちづくり」をテーマに花
巻家守舎代表の小友康広さんが講
演。

３月16日㈫18：00 ～ 20：00
産業支援交流センター（アミコ

ビル９階）
３月15日㈪までに、電子申請ま

たは申込書（市HPからダウンロー
ド可）に必要事項を記入し、ファク
スでお申し込みください。
　詳しくは市HPをご覧
いただくか、お問い合わ
せください。

ま ち づ く り 推 進 課（(621-
5270　 621-5273）

講座・教室

創業・経営者向けセミナー

　阿波銀行や徳島大正銀行と連携
し、 創業予定の人や創業して間も
ない人、若手経営者などを応援す
るため、講演会を開催します。

◆創業支援セミナー
　「地域×デザイン～デザイン経
営と市場価値の作り方～」をテー
マにキネトスコープ社代表の廣瀬
圭治さんが講演。

３月14日㈰10：00 ～ 11：45
あわぎんホール５階会議室６
20人（先着）
◆起業・創業セミナー

「サッカー選手だった私が供養業
界で起業したわけ」をテーマに供
養のカタチ代表の石原千晶さんが
オンライン（V-cube）で講演。

３月29日㈪14：00 ～ 15：00
（開場13：30） 20人（先着）

◇　◇　◇　◇　◇
　申し込み方法など、詳し
くは市HPをご覧いただ
くかお問い合わせくださ
い。

経済政策課（(621-5225　
621-5196）

モラエス展示場講座

　モラエスが魅せられた日本の着
物。「女性の着物着付け体験」を通
して、日本の伝統文化に触れてみ
ませんか。

３月21日㈰10：30 ～ 12：00
同展示場（中央公民館３階）
10人程度 手持ちの着物・帯

一式
イベント前日までに、電話で同

展示場へ※受け付けは10：00 ～ 
16：00（火曜日は休み）。

モラエス展示場（(625-2491）

４月～ 6月
ガラスワークショップ

　 初 心
者 を 対
象 に し
た ガ ラ
ス 工 芸
ワ ー ク
ショップ。

４月１日㈭～６月12日㈯ 徳
島ガラススタジオ 18歳以上の
人 ▶コールドコース、バーナー

ワークコース＝１万2,730円（市
外の人は１万4,003円）▶吹きガ
ラスコース＝２万4,950円（市外
の人は２万7,445円）※いずれも
別途材料費が必要です。

電話、ファクスで同ス
タジオへ
　詳しくは同スタジオ
HPをご覧ください。

徳島ガラススタジオ（(669-
1195　 669-1221）

健　康

こころの健康相談とパネル展

　臨床心理士・公認心理師による
こころの健康相談（１人30分）や
自殺予防啓発に関するパネル展を
開催。

▶こころの健康相談（要申し込 
み。当日、ふれあい健康館１階受付
へ）＝３月２日㈫・３日㈬・５日
㈮・９日㈫・10日㈬各日10：00
～ 12：00、13：00 ～ 15：00
▶パネル展＝３月10日㈬まで各
日９：00 ～ 17：00 ふれあい
健康館１階

保健福祉政策課（(621-5562 
655-6560）

子どもの予防接種は
お早めに

　 ４月からの入
園・入学に備え、
まだ済んでいな
い予防接種があ
れば、かかりつけ
医と相談の上、早めに受けましょ
う。
　特に、麻しん・風しん混合ワク
チン第２期（平成26年４月２日～
平成27年４月１日生まれ）の接種
期限は３月31日㈬までですので
ご注意ください。
　この期間を過ぎると全額自己負
担となりますので、接種期限まで
に接種してください。

保健センター（(656-0540　
656-0514）

とくしま植物園各教室

市内在住・在勤・在学の人※ネイチャーゲーム教室は５歳以上。
３月10日㈬(消印有効)までに、同園HPから申し込みいただくか、ファクス、

はがきに〈教室名(班名)/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）

らくらくエクササイズ
元気にエクササイズを開催

４月５日～令和４
年３月の月曜日（不定
期。全30回）

とくぎんトモニア
リーナ（市立体育館）

医師から運動制限
を受けていない市民で、要介護・要支援の認定を受けていな
い人※今年度の参加者は不可。 各25人（抽選）※当選者のみ
通知。 運動しやすい服装、室内用運動靴、水分補給用飲料、タ
オル １回100円

３月12日㈮（必着）
　申し込み方法など、詳しくは市HPをご覧いただ
くか、お問い合わせください。

保健センター（(656-0534　 656-0514）

↘

施設名 時給 定員
沖洲学童保
育ひまわり

クラブ 900 円～
2 名

八万南学童
保育クラブ 若干名

HP…ホームページ  *…メールアドレス  

教室名 日　時 内　容 定員（抽選） 参加費
ドライフラワー

アレンジメント教室
４月２日㈮
10：00 ～ 12：00

小花のナチュラル
リース 10 人 2,000 円

ネイチャーゲーム
教室

４月４日㈰
９：30 ～ 12：00

春を探そう
自然のものビンゴで遊ぼう 10 人 200 円

園芸教室
春コース

1 班
（水曜）

４月７日・14 日
５月12日・19 日
６月２日各日 10：00 ～ 12：00

▶春色の寄せ植え
▶季節の個性的な植物
▶季節の草花の寄せ植え
▶着生植物
▶観葉植物いろいろな
育て方

各 10 人 10,000 円
（全５回）

2 班
（木曜）

４月８日・15 日
５月13日・20 日
６月３日各日 13：00 ～ 15：00

親子 de タケノコ
堀り体験教室 ４月10日㈯９：30 ～ 12：00 親子で春の恵みを探

そう
小・中学生と
保護者10組 無料

教室名 時　間 内　容

らくらく
エクササイズ

９ :45 ～
10:45

機能改善体操で
身体を整える

元気に
エクササイズ

11:00 ～
12:00

筋 ト レ、 ス ト
レッチ、リズム
体操など
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　４月15日㈭・16日㈮に徳島県で実施される東京2020
オリンピック聖火リレーに先立ち、同リレーで使用する
トーチが県内全市町村で巡回展示されます。本市では次の
とおり展示されますので、この機会にぜひご覧ください。
［とき］３月11日㈭・12日㈮各日８：30～ 17：00
［ところ］市役所１階国際親善コーナー
　他市町村の展示スケジュールについては徳島県ホームページ
をご覧ください。
［問い合わせ先］スポーツ振興課（(621－5427　 655－0172）

「さくら」フォトコンテストを開催
　徳島市の花である「さくら」のフォトコ
ンテストを開催します。参加資格に制限は
ありませんので、奮ってご応募ください。
入賞作品は、人気投票により決定します。
　なお、応募作品は、７月１日㈭～ 10月
17日㈰にとくしま植物園ホームページに
掲載するほか、同園に展示します。
◆コンテストへの応募
［条件］令和３年に市内で撮影したさくらの花（１人２点まで）
※未発表のものに限る。
［応募方法］５月31日㈪までに、同園ホームページから応募。CDを郵送ま
たは持参でも可。詳しくは、パンフレット（同園ホームページから
ダウンロード可。同園緑の相談所でも配布）をご覧ください。
［賞・賞品］特選（１点）、準特選（２点）、入選（３点）、佳作（４点）に、
賞状と賞品（クオカード）を贈呈
◆人気投票
　１人につき１回のみ。抽選で５人にクオカード500円分をプレゼント。
［投票期間・場所］７月１日㈭～ 10月17日㈰各日９：30～ 16：00に、同
園緑の相談所で実施※毎週月曜日（月曜日が祝日の場合はその翌日）は休園。
［問い合わせ先］とくしま植物園（(636－3131　 636－3132）　

東京 2020オリンピック
聖火リレートーチを展示

◆一部路線で運行時刻を変更
［対象路線］中央循環線、南部循環線、法花線、渋野線、五滝線、市原・島
田石橋線、一宮線、山城線、中央市場線、新浜線、万代車庫線、東部循環
線、イオンモール徳島線
　法花・市原方面の下り便では、約30分間隔でパターン的ダイヤの導
入を行います。また、万代車庫線でも10：00台から16：00台でパター
ンダイヤ化します。
　新しい時刻表は徳島駅前市バス案内所などで配布しています。
　また、「とくしまバスNavi　いまドコなん」を使って、目
的地までの経路・最適ルートや時刻表、現在の運行情報な
どをスマートフォンやパソコンなどから検索できます。
◆徳島バスに運行を委託
［対象路線］中央市場線、新浜線（一部）、万
代車庫線（一部）
　バスの車体デザインが変わります（右
写真）。ルート、運賃などは変わりません。
市バス乗車証（高齢者・障害者）は、今ま
でどおり利用できます。
◆イオンモール徳島への乗り入れ運行を拡充
［対象路線］東部循環線左回り（全日。徳島駅
９：05発～ 21：15発の１日13便）、イオン
経由南海フェリー線（平日のみ。１日５便）
◆車内での運賃支払いにPayPayを試験導入
［対象路線］東部循環線、イオンモール徳島線
［利用方法］①車内の二次元コードを読み取
り、降車時に金額が分かるよう支払い内容画面を運転手へ見せる②画
面の「支払う」をタップし、支払い完了画面を運転手へ見せる
◆乗車券の購入にクレジットカード決済を導入
［導入場所］徳島駅前市バス案内所・万代営業所
［取り扱いカード］VISA、JCBなど

◇　　◇　　◇　　◇　　◇　
［問い合わせ先］地域交通課（(621－5535　 623－1066）、交通局
（(623－2154　 623－8958）

新
町
川

徳
島
環
状
線

スエヒロ
ボウル

イオンモール徳島停留所

南末広町中・イオンモール前停留所

イオンモール
徳島

▲昨年度の特選作品「花の中で」

　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
基金ホームページで公表予定です。

▶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
▶限度額認定証などの書類の持参が不要になる
▶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

　マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に
マイナポータルからの申し込みが必要です。
　詳しくはマイナポータルをご覧いただくかお問い合わせ
ください。

マイナンバーカードが健康保険証として利用可能に

ここが
便利に

！

　３月末までにマイナンバーカードの交付申請をした人を対象に、マイナ
ポイントの申し込みとチャージ・買い物の期限が９月末までに延長されま
した。この機会にマイナンバーカードを取得しましょう。

◆マイナンバーカードの申請からマイナポイントの取得まで
⑴マイナンバーカードの申請
　マイナンバーカードを取得していない人（75歳以上の人や乳児などを除く）
を対象に、地方公共団体情報システム機構から二次元コード入りの交付申請
書を順次再送付しています。
　郵送やスマートフォン、パソコンのほか、申請可能な証明写真機で申請し
てください。申請書がない場合は、住民課・各支所（14カ所）でお渡ししま
す。※住民課では、無料で顔写真を撮影し、申請までサポートするサービス
を行っています。
⑵マイナポイントの申し込み
　「マイナポイント」アプリをダウンロードし、アプリの指示に従い、登録を
進めてください。※市役所１階国際親善コーナーに、マイキー IDの設定・
マイナポイントの申し込みを支援する窓口を開設しています。
⑶キャッシュレス決済の利用
　選択したキャッシュレス決済サービスで、チャージや買い物をすると、マ
イナポイント（上限5,000円相当）が付与されます。

　詳しくは、市ホームページをご覧ください。
［問い合わせ先］▶マイナンバーカードの申請＝住民課（(621
－5086・5088　 655－8246）▶マイナポイント事業、健康
保険証利用＝マイナンバー総合フリーダイヤル（(0120－95－0178）

４月１日㈭から変わります。
市バスインフォメーション

マイナポイント対象の
マイナンバーカード申請は

３月末までです
25％
付与率

5,000円円相当相当上
限
上
限

お好きなキャッシュレス決済で使える！


