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～新型コロナウイルス感染症との複合災害に備えて～
大雨災害から命を守ろう！

令和２年６月１日現在（前月比）　人口／252,469人（－4）　男／119,886人（＋26）　女／132,583人（－30）　世帯数／120,712世帯（＋48）　面積／191.39㎢

「パーソナル知育絵本」を配布〈4面〉

●マイナポイントの申し込みを開始〈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

◆避難の必要性を事前に検討しておきましょう
　災害時に危険な場所にいる場合は避難することが原則ですが、安全な場
所にいる場合は必ずしも避難する必要はありません。日頃から、ハザード
マップ（右の二次元コード参照※）を利用して、自宅周辺の各種災害の危険
性を確認し、「避難行動判定フロー」（右図参照）に沿って避難の必要性を検
討しておきましょう。自宅で安全が確保できる場合、在宅避難（垂
直避難を含む）も可能です。※インターネットを利用できない場
合は、防災対策課へお問い合わせください。
◆感染を予防するため、可能な限り分散避難を
　避難先は、コミュニティセンター、公立学校などの指定避難所だけでは
ありません。安全な親戚・知人宅などへの避難も含めた「分散避難」を検
討しておきましょう。
◆非常持出袋に感染症対策物品を入れましょう
　非常持出袋を見直し、避難先での感染予防に必要なマスク、消毒液、体
温計、除菌シートなどを入れておきましょう。
◆早め早めの避難を
　避難の遅れは命に関わります。気象庁や自治体が発信する警戒レベルと
とるべき避難行動などを事前に確認しておきましょう（右上図参照）。雨が
降り始めたらテレビやラジオ、インターネットなどから情報を入手して、
いち早く避難行動をとれるように準備しましょう。特に高齢者など避難に
時間のかかる人は、移動時間を考えて早めの行動が大切です。
　台風時などの指定避難所の開設状況は、市ホームページやエリアメール、
データ放送をご覧いただくか危機管理課へお問い合わせください。

［問い合わせ先］
▶防災対策課（(621－5527　 625－2820）
▶危機管理課（(621－5529　 625－2820）

指定避難所における新型コロナウイルス感染症対策
　避難所では、感染リスクを抑え、安全に避難できるよう▶受け付け
での検温・健康状態の確認▶３密を避けるため、避難者同士の距離の
確保・換気の実施▶発熱・咳などの症状がある人の専用スペースの確
保▶マスクの着用、手洗い、手指消毒、咳エチケットの励行　　など
感染症対策を実施しますのでご協力をお願いします。

警戒レベルと避難行動

　近年、全国各地で大雨による浸水被害、土砂災害
などが多発しています。新型コロナウイルスの感染
を防ぎながら、災害から命を守るためには、日ごろ
から避難行動を考えておくことが大切です。

いいえ

避難行動判定フロー

はい

はい

はい

いいえ

例外

ハザードマップ※で自分の家が
どこにあるか確認しましょう。

家がある場所に
色が塗られていますか？

自分または一緒に避難する人は
避難に時間がかかりますか？

安全な親戚や知人宅に避難しましょう。
※日頃から相談しておきましょう。

開設している避難所に避難しましょう。
※徳島市では「警戒レベル3」で順次、
指定避難所を開設します。

警戒レベル3
　で避難しましょう。

警戒レベル4
　で避難しましょう。

災害の危険があるので、
原則避難してください。

次の場合は、自宅にとどまり安全確保す
ることも可能です。

▼浸水の危険があっても、
①洪水により家屋が倒壊または崩落して
しまう恐れの高い区域の外側である
②浸水する深さよりも高いところにいる
③浸水しても水が引くまでの、水・食
料などの備えが十分にある

①～③の条件を全て満たす場合

▼土砂災害の危険があっても、
　十分頑丈なマンションなどの上層階に
住んでいる場合

色が塗られていなくても、周りと比べて
低い土地や崖のそばなどに住んでいる
人は、徳島市からの避難情報を参考に
必要に応じて避難してください。

※ハザードマップは浸水や土砂災害が発生する
恐れの高い区域を着色した地図です。着色さ
れていないところでも災害が起こる可能性が
あります。

あなたがとるべき避難行動は？スタート!

安全な場所に住んでいて身を寄せられる親戚や知人はいますか？

いいえ

警戒レベル５

警戒レベル

気象情報に注意 避難行動確認 避難準備 危険な場所
から避難 命を守る行動

1
警戒レベル2

警戒レベル3
警戒レベル4

早期注意情報
（警報級の可能性）

避難勧告
避難指示（緊急）

避難準備・
高齢者等
避難開始

大雨注意報
洪水注意報 災害発生情報

すでに災害が
発生している状況。
命を守るための
最善の行動を。

すみやかに避難。
移動が危険な
場合は在宅避難。

移動に時間のかかる
人は避難開始。
その他の人は避難の
準備。

避難場所や
避難行動を確認。

テレビなどで
最新の気象情報を
入手。

高齢者など避難に
時間のかかる人は
避難開始

トピックストピックス



 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。
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おしらせ

介護保険負担割合証の更新

　要介護、要支援などの認定を受
け、有効期限が７月31日までの

「介護保険負担割合証」をお持ちの
人に新しい割合証を、７月末まで
に郵送します。65歳以上の人は
所得に応じて１割から３割、65
歳未満の人は所得にかかわらず１
割の負担になります。
　詳しくは市HPをご覧
いただくかお問い合わ
せください。

介 護 保 険 課（(621-5582・
5585　 624-0961）

市民病院の
料金の一部を改定

　診療報酬改定にともない、８月
１日から診察に係る料金（全額自
己負担）を改定します。
　変更内容は下表のとおり。

同 病 院 医 事 経 営 課（(622-
5121　 622-9317）

市内の宿泊施設の
利用料を割引

　県民を対象に、市内宿泊施設の
利用料金を割り引きする「地元de
宿泊応援キャンペーン」を実施し
ています。

９月15日㈫まで ▶お泊りプ
ラン＝4,000円▶テレワークプラ
ン＝2,000円　　を上限に、各宿
泊施設が設定した利用料金の３分
の２を助成 県内在住
の人
　利用方法など、詳しく

は市HPをご覧いただくかお問い
合わせください。

観光課（(621-5232　 621-
5457）　

食育に関する
アンケート調査を実施

　第３期徳島市食育推進計画を策
定するにあたり、市民の皆さんの
食生活などを把握するため、「食
育に関する徳島市民アンケート調
査」を実施しています。
　市内在住の1,500人（無作為抽
出）に調査票を郵送していますの
で、回答にご協力をお願いします。
［回答期限］７月６日㈪まで（消印
有効）
　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）

７月は「愛の血液助け合い
運動」月間

　新型コロナ
ウイルス感染
症の影響下で
も、全国で毎
日 約3,000人
の患者さんが
血液を必要と
しています。
　県赤十字血液センターでは、感
染症防止対策として▶職員の健康
状態の確認・手指消毒▶献血会場
の良好な衛生環境の保持　　など
に取り組んでいますので、献血に
ご協力をお願いします。

▶献血ルーム（アミコビル３
階）＝毎月第１・３火曜日を除く
毎日９：30 〜 13：00、14：00
〜 17：00（成分献血は16：00
まで）▶献血バス＝県内各地を巡
回※日程などは県赤十字血液セン
ターへお問い合わせください。
　献血にご協力いただく皆さん
は、マスクの着用にご協力くださ
い。

　詳しくは県赤十字血
液センター HPをご覧い
ただくかお問い合わせ
ください。

県赤十字血液センター（(0120-
688-994）、保健センター（(656-
0529　 656-0514）

アズマ建設 ドッグラン川内
利用継続には更新が必要

　令和元年度登録証の有効期限は
８月31日までです。９月１日以降
も引き続き利用を希望する場合は
更新が必要ですのでご注意くださ
い。※新規登録は随時受け付けて
います。
◆登録更新手続き
［受付場所］公益財団法人徳島市公
園緑地管理公社（北佐古一番町）
［受付時間］平日８：30 ～ 17：00
［準備物］▶愛犬の顔が分かる写真
（カラーＬ版程度）▶１年以内に接
種した狂犬病予防注射済票の写真
またはコピー（番号が分かるもの）
▶登録更新届（市HPからダウン
ロード可）
　詳しくは同公社HPを
ご覧ください。

同 公 社（(633-1313　
633-1315）

指定管理者の選定

　令和３〜５年度の徳島市夜間休
日急病診療所と徳島市食肉セン
ターの指定管理者の選定は、施設
の設置目的や性質などから、指名
で行います。
　詳しくは市HPをご覧
いただくかお問い合わ
せください。

行財政経営課（(621-5113　
624-3125）

消防車の紹介動画を配信中

　子どもたちに消防士の仕事を
知ってもらうため、消防車などを紹
介する動画を「YouTube
徳島市公式チャンネル」
で配信しています。ぜひ
ご覧ください。

消防局警防課（(656-1192　
656-1201）

市立葬斎場の臨時休業

　７月11日㈯・12日㈰は、施設
の保守点検および消毒のため臨時
休業します。

市立葬斎場（(665-0429）

休日窓口を開設
（毎月第２・４日曜日）

　住民異動届の提出、住民票の写
し･戸籍謄抄本の請求、印鑑登録な
どができる休日窓口を開設。

７月12日㈰・26日㈰
各日８：30 ～ 12：00

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

市民病院の次期経営強化
プラン策定市民会議の委員

　市民病院の次期経営強化プラン
を策定するにあたり、広く市民の
皆さんの意見を求めるための市民
会議の委員を募集します（任期は
令和３年２月28日まで）。

次の全てを満たす人
▶市内在住・在勤・在学の４月１
日現在満18歳以上▶平日の昼間
に開催する会議（任期中３回程度）
に出席できる ２人（応募書類に
より選考） ↗

機能別消防団員（女性・学生）を募集

　徳島市では、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、機能別団員制度を導入しています。
　災害から大切な人や地域を守るため「機能別団員」として活躍してみませんか

（年間報酬や訓練手当などの支給あり）。入団後は年６回程度の研修・訓練に参
加していただきます。

▶大規模災害時の早期避難行動を促す声掛け▶市が設置する避難所の運営支
援▶平常時の防災指導などの広報啓発活
動――など

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
　詳しくは市HPをご覧いただく
か、お問い合わせください。

同課（(656-1191　 656-1201）

ふるさと納税
返礼品提供事業者の募集期間を延長

　ふるさと納税（徳島市ふるさと応援寄付金）事業において、返礼
品を提供していただくパートナー企業の募集期間を延長します。
　パートナー企業になると、商品がふるさと納税の返礼品として
紹介されるため、全国的なPRと販路拡大につながります。ぜひご応
募ください。
［募集期間］12月28日㈪まで
［応募資格］次の要件をすべて満たす事業者
▶市内に本店・支店・営業所などのいずれかを有する
▶国税および地方税の滞納がない（新型コロナウイルス感染症の
影響による納税猶予の措置を受けている場合を除く）
▶代表者などが暴力団関係者でない
　返礼品の条件や申し込み方法など、詳しくは市HPをご
覧いただくかお問い合わせください。

企画政策課（(621-5085　 624-0164）

…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

種　　別 金額
初診料保険外併用療養費特別料金
※紹介状を持たずに受診した場合 5,500円

再診料保険外併用療養費特別料金
※他院を紹介したにもかかわらず
受診した場合

2,750円

徳島市学生消防団
活動認証制度

　消防団員として地域社会に
貢献した学生などに、認証状
と認証証明書を交付します。
功績を徳島市長が認めること
で、就職活動を支援する制度
です。
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７月10日㈮（消印有効）まで
に、〈住所/名前/年齢/電話番号

（在勤、在学の人はその所在地と名
称）〉と、「徳島市民病院に望むこ
と」をテーマにした小論文（800字
程度）を、郵送または直接、市民病
院医事経営課（〒770-0812　北
常三島町２-34）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。

同 課（(622-9340　 622-
5313）

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。

７月11日㈯９：00 ～ 12：00
内町小学校体育館・グラウンド
市民 体育館シューズ
スポーツ振興課（(621-5427

　 655-0172）

考古資料館イベント

◆とくしま好古楽倶楽部
　縄文時代の土偶についての解説
と、土偶作り
を体験。

７ 月12日
㈰ 1 3 ： 0 0
～ 16：00

考古資料館 小学生以上（小学
生は保護者同伴） 20人（先着）

電話または直接、同館へ
◆夏季企画展「ナゾとき考古学７」
　考古資料館に展示している徳島
市内の遺跡から出土した資料が、
どのように使われていたか、ナゾ
ときをしながら観察する展示。

７月14日㈫～８月30日㈰
◇　◇　◇　◇　◇

［開館時間］９：30 ～ 17：00（入
館は16：30まで）

［休館日］毎週月曜日
同 館（(637-2526　 642-

6916）

講座・教室

くらしの講座

　「もしもの時に備えて『相続税と
贈与税』について学ぼう」をテーマ
に、徳島県金融広報アドバイザー
の梅津洋子さんが講演。

７月20日㈪13：30 ～ 14：30
アミコビル２階アミコミーティ

ングルーム 徳島市、石井町、神
山町、佐那河内村在住の人 18人

（先着）
電話で消費生活センターへ
同センター（(625-2326　

625-2365）

子ども絵画教室

　楽しみながら絵画を学ぶ。
７月25日㈯・26日㈰各日10：

00 ～ 12：00（全２回） シビッ
クセンター４階活動室４ 小学４
～６年生 20人（先着） 1,200
円（２回分）

電話または直接、シビックセン
ター３階事務室へ

同センター（(626-0408　
626-0833）

子ども特別講座

　ふれあい健康館で次の講座を開
催。
▶ポーセラーツでオリジナル食
器を作ろう＝７月25日㈯10：00
～ 12：00▶親子陶芸＝７月26
日 ㈰・ ８ 月16日 ㈰ 各 日13：30

〜 15：30▶オリジナルパズル作
り＝８月２日㈰13：00 〜 14：
30▶粘土でデコレーションケー
キ作り＝８月８日㈯①幼児親子
13：00 〜 14：30②小学生15：
00 〜 16：30▶親子でレモンマ
フィン作り＝８月９日㈰10：00
〜 12：30▶親子クッキング＝８
月23日㈰10：00 〜 12：00
　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。

同 館（(657-0194　 657-
0189）

海外販路開拓セミナー

　越境ＥＣ（インターネット通販
サイトを通じた国際的な電子商
取引）の活用をテーマとしたセミ
ナーをオンライン（Web会議ソフ
トZoomを利用）で開催。

７月30日㈭13：00 〜 16：45
市内に本社がある中小

企業 40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。

ジ ェ ト ロ 徳 島（(657-6130
　 657-6140）、経 済 政 策 課

（(621-5225　 621-5196）

健　康

乳がんの集団検診

10月８日㈭、11月25日㈬、12
月８日㈫ ふれあい健康館 本市
に住民登録している40歳以上で

今年度偶数年齢に達する女性※
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。

500円※免除制度あり
徳 島 県 総 合 健 診 セ ン タ ー

（(678-3557・7128）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。

保健センター（(656-0530　
656-0514）

成人男性の
風しん検査と予防接種

　風しんの抗体検査・第５期予防
接種を公費で受けられるのは令和
４年３月31日までです。検査が受
けられる医療機関は、厚生労働省
ＨＰに掲載されています。

本市に住民登録している昭和
37年４月２日～昭和54年４月１
日に生まれた男性※対象者には
クーポンを送付しています。
　他市から転入した人やクーポン
を紛失した人は保健センターへ連
絡してください。
　詳しくは市ＨＰをご覧
いただくかお問い合わ
せください。

同センター（(656-0540　
656-0514）

徳島市国保加入者の
特定健康診査を実施

12月20日 ㈰ ま で ※ 昭 和20年
10月１日～昭和21年３月31日生
まれの人は９月30日㈬まで。 受
診券に同封している医療機関一覧
表をご覧ください 徳島市国民健
康保険に加入している昭和20年
10月１日～昭和56年３月31日生
まれの人 1,000円 受診券、徳
島市国民健康保険証

保険年金課（(621-5159　
655-9286）

↘

徳島城博物館
夏の企画展　「鈴木芙蓉と阿波」

　江戸時代に徳
島藩御用絵師と
して活躍した鈴
木芙蓉の画業の
うち、徳島ゆか
りの作品を中心
に紹介。

７月４日㈯～
８月16日㈰（開館
時間は９：30 ～
17：00※入館は16：30まで）

徳島城博物館（企画展示室）
［展示解説］７月11日㈯、８月16日㈰各日13：30
～ 14：30
［入館料］大人300円、高校・大学生200円、中学生
以下無料※20人以上の団体は２割引き。
［休館日］毎週月曜日※８月10日は開館。

同館（(656-2525　 656-2466）

▲徳島市指定文化財
「阿波盆踊図」（個人蔵）

中央公民館　秋の市民講座

７月15日㈬まで。開催日時や申し込み方法など、詳しくは市HPをご覧いただくか、
同館に設置しているパンフレットをご覧ください。

同館（(625-1900　 625-1997）

曜日 講　座　名 定員 時　間 曜日 講　座　名 定員 時　間

月

民踊(おどり) 30  ９：30 ～ 11：30
金

粘土工芸 12  ９：30 ～ 11：30
月曜料理 18  ９：30 ～ 11：30 太極拳 40 18：30 ～ 20：00
真向法体操 15 13：30 ～ 15：30 楽しい尺八 15 18：30 ～ 20：30
グルーデコアクセサリー
＆深雪アートフラワー 15 13：30 ～ 15：30

土

土曜・骨盤インナー
マッスルストレッチ 25 10：00 ～ 11：30

月曜茶道 12 18：30 ～ 20：30 コーラス 40 10：00 ～ 11：30

水

ジョイフル・アロハフラ
初級 20 10：30 ～ 12：00 フラワーデザイン 15 13：30 ～ 15：30

楽しい藍染め 15 13：30 ～ 15：30 民謡（唄） 20 13：30 ～ 15：30
詩吟 20 13：30 ～ 15：30 子ども料理 18  ９：30 ～ 11：30
大正琴 18 13：30 ～ 15：30 子どもスイーツクッキング 18 13：30 ～ 15：30
横笛 18 18：30 ～ 20：30 子ども英語 15 13：30 ～ 15：30
ヨーガ 20 18：30 ～ 20：00 子ども将棋 20 14：00 ～ 16：00

木

ヨガコンディショニング
ストレッチ 15 13：00 ～ 14：30

やさしい自力整体 20 13：00 ～ 15：00
書道 20 13：00 ～ 15：00
養生太極拳 40 13：30 ～ 15：00
水彩画 20 13：30 ～ 15：30
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　　こまめに水分補給
▶１日あたり1.2㍑を目安に喉
が渇く前に水分補給▶大量に汗
をかいたときは塩分も忘れずに

熱中症を
予防しよう!

　　適宜マスクを外す
▶屋外で人との距離（２㍍以上）
を確保できる場合はマスクを外す
▶マスクを着用しているときは、
負荷のかかる作業や運動を避ける

２

3

　　暑さを避ける
▶換気をしつつ、エアコンを利用
▶急に暑くなった日は特に注意
▶暑い日や時間帯は無理をしない

1

　　暑さに備えた体づくり
▶水分補給をし
ながら、無理の
ない範囲で適度
な運動

5

　　健康管理をする
▶日頃から体温測定など健康
チェック▶体調が悪いときは、
無理をしない

4

Ｂ＆Ｇ海洋センタープール
ワークスタッフ田宮プールがオープン

　徳島市は、日本電信電話株式会社（NTT）
およびNTT印刷株式会社と共同で、家庭で
の絵本読み活動の支援を行います。
　この取り組みでは、子どもの名前やメッ
セージを入れた「パーソナル知育絵本」を無
償で配布します。
※「パーソナル知育絵本」とは、一人一人の
年齢と成長に合わせた分かりやすいことばの
絵本で、子どものことばの発達を後押しするものです。
［対象］７月１日時点で本市に住民登録があり、平成29年４月２日以降に
生まれた子どもを持ち、読み聞かせに関するアンケートに協力いただける
家庭
［配布数］300冊（申し込み多数の場合は抽選により決定）
［申し込み方法］７月31日㈮（必着）までに、電子申請または申込書(市ホー
ムページからダウンロード。市役所３階子ども企画課でも配布)に必要事項
を書いて、郵送で、子ども企画課(〒770－8571　幸町２－５）へ。
※配布の対象となった家庭には、受け取りに必要なキー情報を本市から
メールでお知らせしますので、NTT印刷株式会社のホームページから、
手続きしてください。
　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］子ども企画課（(621－5240　 655－0380）

　９月から令和３年３月末まで、マイナンバーカードを活用した「マイナ
ポイント」事業が実施されます。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、25㌫分（最大5,000円分）のマイナポイント
がもらえます。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利用までの流れ

　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＝住民課（(621－5088
　 621－5086）▶マイナポイント＝マイナンバー総合フ
リーダイヤル（(0120－95－0178 音声ガイダンス５番）、情報推進課

（(621－5095　 621－5313）

❶マイナンバーカード申請・受け取り（２カ月程度かかります）
　個人番号カード交付申請書を用意し、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ます。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。また、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。
　約２カ月で、交付通知書をお送りします。交付通知書と本人確認書
類など必要なものを持って、住民課へ本人がお越しください。受け取
り日時の予約も受け付けています。

❷マイナポイントの申し込み
①公的個人認証サービス対応のスマートフォンか、パソコン（カード
リーダーが必要）を準備。
②「マイナポイント」アプリをダウンロード。
③アプリの指示に従い、マイナンバーカードを読み取り。
④マイナンバーカードの４桁の暗証番号を入力。
⑤マイキー IDが自動で設定される。
⑥「マイナポイントの申込み」をタップ。
⑦キャッシュレス決済サービスを選択（※）。
　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。

　新型コロナウイルス感染症対策として、入場者数や利用時間の制限を行
いながら営業します。また、更衣室での密集を避けるため、来
場前の水着着用などに、ご理解とご協力をお願いします。詳し
くは、徳島市体育振興公社ホームページをご覧ください。
◆Ｂ&G海洋センタープール
［営業期間］８月31日㈪まで各日10：00 ～ 17：00
［入場料］高校生以上230円、小・中学生110円、幼児（３歳以上）50円
［問い合わせ先］Ｂ＆Ｇ海洋センタープール（(663－3633　 662－4535）
◆ワークスタッフ田宮プール
［営業期間］７月10日㈮～８月31日㈪各日▶9：00 ～ 12：00▶14：00
～ 17：00（２部入れ替え制）※売店は休業。
[入場料］高校生以上340円、小・中学生160円、幼児80円※駐車料金310円（１回）
［問い合わせ先］徳島市体育振興公社（(654－5188　 652－9383）

（※）一度選択すると変更できません。なお、マイナポイントに上乗
せ付与される徳島県独自ポイント（７月公表予定）の対象キャッシュレ
ス決済サービス以外を選択すると、徳島県独自ポイントを受け取るこ
とができませんので、ご注意ください。

「安全・安心」を守るまちづくりのための
寄付を募集

　新型コロナウイルスをはじめとする感染症や地震、台風などのさまざま
な危機事象から、市民の生命・財産などを守る事業（予防・応急・復旧など）
を推進するため、「徳島市危機事象対策推進基金」を設置しました。この
基金にご賛同いただける皆さんへ広くご協力を募っています。温かい支援
をお願いします。
※寄付をしていただくと、税制上の優遇措置が適用されます。
　詳しくは、市ホームページをご覧ください。
［問い合わせ先］危機管理課（(621－5529　 625－2820）

［問い合わせ先］保健センター（(656－0534　 656－0514）

世界に一つだけの絵本世界に一つだけの絵本
「パーソナル知育絵本」を配布「パーソナル知育絵本」を配布

７月は熱中症予防強化月間
「新しい生活様式」における実践ポイント

マイナポイントの申し込みを開始　　　
～マイナポイントでお得にお買い物～

　新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために、市民の皆さん一人一人に
①身体的距離の確保②マスクの着用③手洗いや、「３密（密集・密接・密閉）」
を避ける　　などの対策を取り入れた新しい生活様式を実践することが求
められています。これまでとは異なる生活環境下で迎えること
しの夏は、次のポイントに気を付けながら熱中症の予防に取り
組みましょう。

❸ マイナポイントの取得
（９月開始）

　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
ポイントがもらえます。　

❹マイナポイントを利用（９月開始）
　選択したキャッシュレス決済サービ
スのポイント
として、買い
物に利用でき
ます。


