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令和３年７月１日現在（前月比）　人口／251,230人（－132）　男／119,396人（－92）　女／131,834人（－40）　世帯数／121,524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）

　徳島の宝である阿波おどりの灯を絶やすことなく、伝統を受け継
いでいくため、徳島市が主体となり、「2021 阿波おどり～ニュー
ノーマルモデル～」を開催いたします。
　開催にあたっては、安心・安全な阿波おどりを最優先に、また、
参加表明をしてくださったおどり連の皆さまや、舞台での披露に向
けて熱心に練習に打ち込む若い人たちに踊れる機会を作るために、
慎重に慎重を重ね、ぎりぎりまで検討し、今回の発表となりました。
　現在の状況などを考えると、桟敷やおどり広場などの設置などは
断念せざるを得ない苦渋の決断となりましたが、ご理解をいただけ
ればと考えております。
　２年ぶりの「ぞめきのある夏」の復活に向けて、
安心・安全に開催できるよう、また、会場にお越
しいただけない方にも阿波おどりを見ていただ
けるよう、ライブ配信などの準備を進めて参りま
すので、市民の皆さまのご理解・ご協力をよろし
くお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　徳島市長　

［問い合わせ先］にぎわい交流課（(621－5232　 621－5457）

 2021阿波おどり～ニューノーマルモデル～の開催が決定しました
――7月15日㈭ 10：00 からチケットを発券開始――

■阿波おどり観覧チケット発券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　前夜祭・選抜阿波おどりともに、７月15日㈭10：00からチケットぴあ
のウェブサイトおよびセブンイレブン各店頭にて発券を行います。なお、入
場料のほか、発券手数料が別途必要です。

◇　　◇　　◇　　◇　　◇
　公式インスタグラム「阿波おどり未来へつなぐプロ
ジェクト」で情報発信していきます。
　各公演の出演表など詳しくは、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。

※ 今後の感染状況によっては、さらに縮小した規模での開催または
中止となる場合があります。

　徳島市では、とくしまアラートの発動状況や全国の新型コロナウイルス
感染状況などを慎重に見極めながら、阿波おどりネットワーク会議などで
意見交換を重ねてきました。その結果、ことしの阿波おどりは、人流を抑え、
雑踏などの３密発生を極力抑制するとともに、感染症対策を徹底できる会
場に限定して開催することに決定しました（下表参照）。
　また、次世代を担う若者を応援し、阿波おどりを受け継いでいくため、選
抜阿波おどりを無料公演とし、阿波おどり団体のほか県内の高校や大学連
が日頃の成果を発表します。さらに、８月15日㈰はワークスタッフ陸上競
技場において、企業連や一般連にも参加いただき、グランドフィナーレ（無
観客・ライブ配信）を行います。詳細は決まり次第、市ホームページなどで
発表します。
■開催概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◀▲◀▲2019 阿波おどり前夜祭2019 阿波おどり前夜祭

　２年ぶりの「ぞめきのある夏」を復活させるため、万全の感染症
対策を講じた「2021 阿波おどり～ニューノーマルモデル～」の開催
を決定しました。来年へ、未来へ阿波おどりをつないでいきましょう。

前夜祭 選抜阿波おどり

と き
８月１２日㈭
※３回公演

▼１３：００～ ▼１６：００～

▼１９：００～

８ 月１３日㈮・１４日㈯
※各日３回公演

▼１３：００～ ▼１６：００～

▼１９：００～
と こ ろ あわぎんホール
座 席 数 １公演　約４００席

出 演 者 阿波おどり振興協会
徳島県阿波踊り協会

阿波おどり振興協会の選抜連
徳島県阿波踊り協会の選抜連
四国大学、徳島文理大学、城西高校、
徳島商業高校

内 容 協会ごとの合同演舞
公演時間は８０分

連ごとの演舞
公演時間は７０分

入 場 料

Ｓ席（指定席）：２,０００円
Ａ席（指定席）：１,４００円
※前売り券の料金。
　当日券は＋２００円。
※別途発券手数料が必要。

全席（指定席）：無料
※別途発券手数料が必要。

次世代につなぐ

※ チケットについては徳島県内の方を対象とします。ご理解・ご協力をお願いし
ます。



 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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　徳島市は、新たなごみ処理施設の整備を進めています。このたび、
マリンピア沖洲の下水処理場「北部浄化センター」敷地の一部を建設
予定地に決定しました。今後は、2030年度の稼働を目指し整備を進
めていきます。

■新施設整備の必要性

　徳島市では、毎日250㌧以上のごみが排出されています。皆さんが排出
した燃やせるごみは、論田町と国府町のごみ処理施設で焼却処理をしてい
ますが、両施設は稼働開始からそれぞれ41年、30年が経ち、老朽化が進
んでいます。現在は計画的な補修を行い、安定した運転を続けているもの
の、代替施設の整備が喫緊の課題となっています。

■建設場所の変更

　これまで飯谷町の民間採石場敷地を新ごみ処理施設建設の最有力候補地
としてきました。しかし、土砂災害の危険性が明らかになり、この問題を
解決するためには、多額の費用がかかることが見込まれます。
　一方で、マリンピア沖洲にある北部浄化センター敷地は、▶市有地であ
るため用地取得の必要がない▶工業地域であり住宅エリアから一定の距離
がある▶交通アクセスがよい▶用水・排水インフラが整っている――など、
優れた条件を備えています。これらのことから、同センター敷地を新たな
建設予定地として施設整備を進めることとしました。

■地震・津波被害への対応

　マリンピア沖洲（建設予定地）の津波浸水想定は、90 ～ 150年程度の周
期で発生している地震（マグニチュード8.6）では０㍍、千年あるいはそれ
より発生頻度の低い最大クラスの地震（マグニチュード9.1）で０～２㍍と
なっています。
　マリンピア沖洲は、海抜約3.3 ～ 3.5㍍の高さで造成されているため、
市内の他の沿岸部と比べて地盤が高く浸水深が浅い場所ですが、施設整備
にあたっては、最大規模の被害を想定し、▶建物の基礎杭を支持層まで打
つ▶浸水や地盤沈下を考慮した敷地のかさ上げ、施設の耐震・耐浪性確保、
重要設備の浸水対策――など、施設の機能を維持できる対策を進めます。

◇　　◇　　◇　　◇　　◇

　今後、基本計画の見直しや環境影響評価に着手し、地域の皆さんにより
具体的な事業の内容をお示ししていきます。
［問い合わせ先］環境施設整備室（(621－5220　 621－5210）

②リサイクルセンター
　再資源化できるごみ
を選別・保管し、リサイ
クル業者に搬出します。

①熱回収施設（焼却施設）
　燃やせるごみなどを焼
却し、焼却熱を利用して
高効率発電を行います。

③その他
　環境教育や防災など地
域に貢献するための機能
も検討していきます。

●整備する施設の概要

◆ごみ処理施設についてＱ＆Ａ◆

 Ｑ１　なぜ、初めからマリンピア沖洲を選定しなかったのですか？
🅐�　これまで下水道事業拡張に備えた用地であったことから検討対

象から外れていました。令和２年11月に、令和３年度以降の公共
下水道事業経営戦略を策定する中で、新たな分区への拡張中止が
検討されることとなったため、ごみ処理施設の候補地に浮上した
ものです。

 Q ２　ごみ処理施設から出る排ガスは危なくないですか？
🅐�　ごみはダイオキシン類が発生しないよう高温で焼却し、ガスは

活性炭やフィルターなどで有害物質を除去し、クリーンな状態で
排出しますので、ご安心ください。

 Q ３　搬入出ルートはどうなるのですか？
🅐�　今年度中に交通量調査を行い、地域の意向も反映しつつ、ルー

トや安全対策などを検討していきます。

マリンピア沖洲の市有地をマリンピア沖洲の市有地を
新ごみ処理施設の建設予定地に選定新ごみ処理施設の建設予定地に選定

　徳島市医師会、徳島西医師会の協力のもと、安心・安全な新型コロナワク
チンの接種体制を整え接種を実施していますが、全国的にワクチンの供給
が不足し、本市の希望するワクチン量の確保が困難な状況となっています。

◆60 ～ 64歳の人および基礎疾患のある人の接種予約を一時停止

　60 ～ 64歳の人の接種券は６月28日㈪に発送していますが、１回目とし
ての新規の予約は一時停止させていただいています。
　今後のワクチンの供給状況が明らかになり次第、予約の再開をさせてい
ただきます。詳細については、ホームページなどでお知らせします。
　なお、基礎疾患のある人などで、７月11日㈰までに１回目を接種された
人の２回目については、ワクチンの効果を活かすため、継続して接種が可
能です。

◆59歳以下の人の接種券を発送

　職域（企業や大学など）で接種をされていることから、接種券は予定どお
り発送します（右上表参照）。

※６月19日㈯～７月19日㈪に転入した人は、７月末に接種券を発送し
ます。
※７月20日㈫以降の転入者は、接種券の発行手続きが必要です。
インターネット（厚生労働省コロナワクチンナビ）、徳島市新型
コロナワクチンコールセンターまたは新型コロナワクチン相
談窓口（市役所１階国際親善コーナー）で手続きしてください。

◇ 　 　 ◇ 　 　 ◇ 　 　 ◇ 　 　 ◇
　内容は７月９日現在のもので、変更となる場合があります。
詳しくはお問い合わせください。

［問い合わせ先］徳島市新型コロナワクチンコールセンター
（(621－5495・678－8707）

年　　齢 接種券発送日 予約開始日
１９～２９歳
(平成 ４ 年４月２日～平成１５年４月１日生まれ）

７月５日㈪
（発送済） 未　定

※�決まり次第
お知らせし
ます。

３０～３９歳
(昭和５７年４月２日～平成 ４ 年４月１日生まれ）

７月１２日㈪
（発送済）

４０～５９歳
(昭和３７年４月２日～昭和５７年４月１日生まれ） ７月１９日㈪

新型コロナワクチン接種情報

▲マリンピア沖洲建設予定地（令和２年６月現在の地図）▲マリンピア沖洲建設予定地（令和２年６月現在の地図）

建設予定地（４．8㌶） 北部浄化センター
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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。 

アミコビルで行われる各種イベント

シビックセンター
◆プレミアム☆コンサート
　クラシック音
楽演奏家が、楽
しいトークと演
奏を披露。

［とき］８月１日
㈰13：30 ～

［場所］アミコビ
ル４階同センターさくらホール

［定員］100人（先着）
［申し込み方法］メール、ファクスに
「コンサート申し込み」と明記し、〈名
前/電話番号〉を書いて同センターへ
※電話申し込みも可。
◆2021子ども文化フェスティバル
　子どもたち
によるバレエ
や人形浄瑠璃
な ど の 公 演、
生け花、絵画、
手 芸 な ど の
ワークショッ
プ。

［とき］８月８日㈷13：00 ～ 16：30
［場所］アミコビル３階同センター
ギャラリー・４階同センターさくら
ホール
※ワークショップは当日先着順に受け付け。整
理券が必要なコーナーあり。

　　　　　◇　 ◇　 ◇　 ◇　 ◇

［問い合わせ先］文化スポーツ振興課（(621
－5178　 624－1281）、シビックセンター

（(626－0408　 626－0833）
◆水道・下水道パネル展
　本市の水道・下水道の役割や仕組みなどにつ
いてのパネル展。

［とき］７月21日㈬～８月１日㈰
［場所］アミコビル３階同センターギャラリー
［問い合わせ先］上下水道局経営企画課（(623
－1962　 623－1175）

はこらいふ図書館
◆ドキドキ★チャイニーズ～中国語のおはなし
会～※要申し込み
　中国についてのクイズや絵本の読み聞かせな
ど中国語でのおはなし会。

［とき］８月１日㈰10：30 ～ 11：30
［対象］小学生と保護者
［定員］６組（先着）
◆三谷広紙芝居祭り※要申し込み
　徳島県障がい者マイスター三谷広さんによる
手作り紙芝居の読み聞かせ。

［とき］８月５日㈭13：30 ～ 14：00
［対象］３歳以上
［定員］６組（先着）
◆夏のYA講座　図書館スタッフになろう！※
要申し込み
　①書庫見学と本の修理②おすすめ本のPOP
作成。

［とき］①８月７日㈯②８月14日㈯各日10：00
～ 11：00

［対象］中学・高校生
［定員］各５人（先着）
◆夜の上映会『夏をゆく人々』※要申し込み

［あらすじ］イタリア・トスカーナ州の土地で養
蜂を営む家族。家族は自然のリズムの中で生活
を営んできたが、ある日、村にテレビ番組のク
ルーが訪れる。同じ頃、一家が一人の訳あり少年
を預かることに。家族の日々にさざ波が立ち始
める。

［とき］８月27日㈮18：00 ～ 19：50
［対象］高校生以上
［定員］15人（先着）

◇　◇　◇　◇　◇

［申し込み方法］電話または直接、同館へ
　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］はこらいふ図書館（(654－4421
654－4423）

産業支援交流センター
◆藍染技法「板染め・絞り染め」体験
　板締め・絞りの技法を学ぶ。※染作業は行わ
ず、後日完成品を返却。

［とき］７月18日㈰▶10：30 ～▶13：30 ～
［定員］各６人（先着）
［費用］1,500円
◆夏休み「つみ木工作教室」
　徳島県産の杉材で作った積み木で工作。

［とき］７月25日㈰▶10：30 ～▶13：30 ～
［定員］各６人（先着）
［費用］1,500円
◆動物の浮き出しキーホルダー作り
　動物の浮き出し細
工でキーホルダー作
り。

［とき］８月１日㈰
▶10：30 ～
▶13：30 ～

［定員］各６人（先着）
［費用］600円

◇　◇　◇　◇　◇

［場所］同センター１階フリースペース
［申し込み方法］電話またはメールで同センター
へ
　詳しくは同センターホームページ
をご覧いただくかお問い合わせくだ
さい。

［問い合わせ先］産業支援交流センター
（( 661－7124）

その他
◆子ども元気写真展
　コロナ禍で社会に閉塞感が漂う中、まちを元
気づける子どもたちの写真展。

［とき］７月20日㈫～８月20日㈮
［場所］アミコビル１階
　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］子ども政策課（(621－5244
621－5036）

　新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育
て世帯（ひとり親世帯以外）に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う
観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
[支給額]
児童１人当たり５万円
[対象者]
　次の❶に該当し、かつ❷のいずれかに該当する人。ただし、既に低所得
の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）
を支給されている場合は対象となりません。
❶養育要件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　令和３年３月31日現在で、18歳未満の児童（障害児の場合、20歳未満）
を養育する父母等　※令和４年２月末までに生まれる新生児等も対象にな
ります。
❷所得要件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

▼令和３年度分住民税均等割が非課税である人

▼新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和３年１月以降の家計が急

変し、令和３年度分住民税均等割が非課税である人と同様の事情にあると
認められる人
[支給手続]
■令和３年４月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で、令和３
年度分住民税均等割が非課税の人のうち、

▼既に子育て支援課から案内通知が送付されている人については、申請不
要です。

▼住民税（市・県民税）未申告の場合や公務員の人については、申請が必要
です。
■上記以外の人（高校生のみ養育している人、家計が急変した人など）につ
いては、申請が必要です。
[申請方法]
　令和４年２月28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３階子育て支援課（〒770－8571　幸町２－５）
へ。
　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］給付金コールセンター（(679－8310）、子育て支援課
（(621－5194　 655－0380）　

低所得の子育て世帯
（ひとり親世帯以外）に給付金を支給
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おしらせ  

小松海水浴場の開設を中止  

　新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため、今夏の小松海水浴場
は開設していません。
　監視員、ライフセーバー、監視船、
救護所などの配置がないため、海岸
を利用する際には水難事故や熱中
症などに十分注意してください。

公園緑地課（(621-5301
621-5273）

生活困窮者に支援金を支給

　新型コロナウイルス感染症の長
期化に伴い、総合支援資金などの
特例貸付を再貸付まで借り終わっ
た世帯や、再貸付が不承認とされ
た世帯を対象に「新型コロナウイ
ルス感染症生活困窮者自立支援
金」を支給します※一定の要件（収
入、資産、公共職業安定
所での求職活動など）が
必要。
　詳細はお問い合わせください。

徳島市社会福祉協議会（(0120-
791-441）

新型コロナウイルス感染症
に伴う納付猶予

　新型コロナウイルスに納税者本
人や家族が感染したことなどによ
り、財産や事業に著しい損失を受
け、市・県民税などを一時的に納

付できない場合は、地方税法に基
づく猶予制度を適用できる場合が
あります。
　詳細はお問い合わせください。

納 税 課（(621-5077・5078・
5080　 621-5081）

国民健康保険
保険料率が決定

　令和３年度の国民健康保険の保
険料率が決定しました。保険料納
入通知書（確定賦課）を７月中旬に
送付しますので、納め忘れにご注
意ください。

［医療給付費分］▶均等割２万
8,500円▶平等割１万8,900円▶
所得割7.70㌫▶資産割16.70㌫

（賦課限度額63万円）
［後期高齢者支援金分］▶均等割
9,900円▶平等割6,800円▶所得
割3.40㌫（賦課限度額19万円）

［介護納付金分（40 ～ 64歳の加
入者のみ）］▶均等割１万700円▶
平等割5,300円▶所得割2.70㌫
▶資産割7.30㌫（賦課限度額17
万円）
　また、令和３年度から普通徴収
の暫定賦課を廃止したため納付回
数が変更になりました。※特別徴
収（年金からの天引き）
で納付されている人は
変更ありません。
　詳細はお問い合わせください。

保険年金課（(621-5157　
655-9286）

国民健康保険
高齢受給者証を送付

　国民健康保険に加入している70
～ 74歳（昭和21年８月２日から昭
和26年８月１日生まれ）の人に、８
月１日からの高齢受給者証（緑色）
を７月末に送付します。
　なお、昭和26年８月２日以降生
まれの人は、70歳になる誕生月
の翌月１日まで（１日生まれの人
は誕生日まで）に送付します。

保険年金課（(621-5159
655-9286）

後期高齢者医療制度
被保険者証を送付

　75歳（一定の障害がある人は
65歳）以上の人に、８月１日から
の被保険者証（紫色）を７月末に送
付します。
　８月１日以降の受診時には、新し
い被保険者証を提出してください。

保険年金課（(621-5157
655-9286）

高額介護サービス費の
負担限度額が変わります

　制度改正により、介護サービス
の利用者または同世帯に課税所得
380万円（年収約770万円）以上の
65歳以上の人がいる場合、８月か
ら１世帯あたりの負担上限額が変
わります。

［負担上限額（月額）］▶課税所得
380万 円（ 年 収 約770万 円 ）～
690万円（年収約1,160万円）未満
＝９万3,000円
▶ 課 税 所 得690万 円（ 年 収 約
1,160万円）以上＝14万100円
　詳細はお問い合わせください。

高齢介護課（(621-5585
624-0961）

妊婦に
タクシーチケットを交付

　妊娠中の人が健診時などに安心
して移動できるように、７月下旬
から妊娠届提出時にタクシーチ
ケットを交付します（１人１万円
分）。

本市に住民票があり、12月28
日㈫までに妊娠届を提出した人
　なお、妊娠届を提出済みの対象
者には申請書を送付していますの
で、返送してください。
　詳細はお問い合わせください。

子ども健康課（(656-0536　
656-0514）

家屋の固定資産税を減額

　耐震やバリアフリー、省エネの
ための改修など、一定の要件を満

たす既存住宅の改修を行った場合
は、申告により固定資産税が減額
されます。減額措置を受けるため
には、改修後３カ月以内の申告が
必要です。

申請書（市役所２階資
産税課で配布）に必要書
類を添えて、同課へ
　詳細はお問い合わせください。

資産税課（(621-5072・5073
623-8115）

東富田コミセンの
避難所利用を一時停止

　東富田コミセンは耐震改修工事
を行うため、10月29日㈮まで避
難所として使用できません。避難
所開設時には、昭和、内町、西富田
コミセンなどお近くの避難所をご
利用ください※避難者数に応じて
コミセン以外の避難所を開設する
場合もあります。

防災対策課（(621-5527
625-2820）

高齢期に備えた住まいの
改修パンフレットを配布

　高齢期を健康で快適
に過ごすための住まい
の改修ポイントをまと
めたパンフレットを作成しまし
た。市HPでご覧いただくか市役所
南館２階健康長寿課でも配布して
いますのでご活用ください。

健康長寿課（(621-5574
655-6560）

市道廃止などに関する説明会

　県市協調で進めている徳島文化
芸術ホール（仮称）の整備にあた
り、敷地内の市道廃止などに関す
る説明会を開催します。

７月21日㈬18：00 ～
市役所13階大会議室
開催案内（市HP、市役

所９階文化スポーツ振
興課で配布）の受付票に
必要事項を記入し会場にお持ちく
ださい。 ↗

限度額適用認定証の申請を受け付け

　国民健康保険や後期高齢者医療制度の被保険者が、高額な医療費
（保険外診療を除く）を支払う場合、事前に「限度額適用認定証」を医
療機関の窓口に提示をすると、１カ月の窓口負担額が自己負担限度
額以内（年齢や所得により異なる）となります。
　認定証の交付を希望する場合は、市役所１階保険年金課（国民健康
保険＝７番窓口、後期高齢者医療制度＝８番窓口）に申請してくださ
い。申請日の属する月の１日から適用となる認定証を交付します。た
だし、後期高齢者医療制度の被保険者で７月末までに新しい認定証
が郵送された人など一部申請不要な人がいます。
　なお、８月上旬は申請で窓口が大変混雑します。お急ぎでない場合
は、中旬以降（お盆期間の８月13日㈮・16日㈪も開庁）の申請をお
勧めします※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送での
申請を受け付けます。

保険年金課▶国民健康保険＝（(621-5159　 655-9286）▶後
期高齢者医療制度＝（(621-5278　 655-9286）

国民年金保険料免除・猶予制度のご活用を

◆申請免除制度
　被保険者とその配偶者および世帯主の所得が一定額以下である場合などに
保険料納付が免除されます。免除が承認されると、その期間は年金受給資格期
間として計算されますが、免除を受けた期間の年金額は、全額納付したときの
２分の１～８分の７として計算されます。
◆納付猶予制度
　50歳未満の被保険者とその配偶者の所得が一定額以下の場合は、被保険者
が50歳に到達する日の前月までの保険料納付が猶予されます。猶予された期
間は年金受給資格期間として計算されますが、年金額には反映されません。

◇　　◇　　◇　　◇　　◇
［申請方法］年金手帳、本人確認書類などを持って、市役所１階保険年金課11
番窓口へ。代理申請の場合は委任状と代理人の本人確認書類が必要。失業によ
り申請される場合は、失業が確認できる雇用保険被保険者離職票または雇用
保険受給資格者証などが必要。

保険年金課（(621-5162　 655-9286）

祝日が移動しています
　開庁日などお間違いのない
ようにご注意ください。
▶海の日＝７月22日㈭
▶スポーツの日＝７月23日㈮

総務課（(621-5017
654-2116）
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詳細はお問い合わせください。
文化スポーツ振興課（(621-

5178　 624-1281）

ペットボトルの出し方に
ご注意を

　ペットボトルを含むプラスチッ
クは便利な反面、海洋汚染などの
深刻な要因となっています。
　ペットボトルの使用をなるべく
控え、ごみに出す場合は、リサイク
ルを推進するために、次のことを
徹底し、資源ごみとして出してく
ださい。
▶キャップとラベルはプラマー
クごみへ▶中を水で軽くすすぎ、

「缶・びん・ペットボトル」の収集
日に出す

環境政策課（(621-5202
621-5210）

狂犬病予防注射済票
の交付

　 狂 犬 病
予 防 法 に
よ り、飼
い犬の登録と、毎年１回の狂犬病
予防注射が飼い主に義務付けられ
ています。
　徳島県獣医師会が指定する動物
病院以外の動物病院で注射を受け
た場合は、病院が発行する「狂犬病
予防注射済証」を直接、市役所10
階環境政策課にお持ちになり、「狂
犬病予防注射済票（1.5㌢×３㌢。
アルミ製のプレート）」の交付を必
ず受けてください。

１頭550円
　詳細はお問い合わせください。

環境政策課（(621-5206
621-5210）

飼い主のいない猫の
不妊・去勢手術費用を助成

　市内在住の人が飼い主のいない
猫に不妊・去勢手術および耳にV
カット手術を受けさせる場合、１

頭につき上限１万円を
助成します（先着80頭）
※助成金の交付決定日
の翌日から60日後までに手術を
受けさせる必要あり。

８月２日㈪～ 12月24日㈮（消
印有効）
　詳細はお問い合わせください。

環境政策課（(621-5206
621-5210）

すだちパッケージの
ご利用を

　スダチ
を贈り物
として利
用される
市民の皆
さ ん に、

「 す だ ち
パッケージ（２個・３個・５個用）」
を配布しています。配布数量は１
人50箱程度まで。希望者は市役所
３階農林水産課へお越しくださ
い。なお、スダチは配布していませ
ん。

農林水産課（(621-5252
621-5196）

文化の駅づくり
サポート事業

　12月１日～令和４年７月31
日に、シビックセンターのさくら
ホールやギャラリーを初めて利用
する文化活動を行う人や団体に、
施設や同ホールの基本的な付属設
備利用料を無料とします（審査あ
り）。

８月15日㈰（必着）までに、所
定の申込書（同センターで配布。
同センター HPからもダ
ウンロード可）に必要事
項を書いて、郵送または
ファクス、直接、シビックセンター

（〒770-0834　元町１-24）へ
シ ビ ッ ク セ ン タ ー（(626-

0408　 626-0833）

中小企業向け無料経営相談

◆中小企業診断士による相談
７月15日㈭・26日㈪各日10：

00 ～ 17：00 市内に主たる事
業所を置く中小企業または個人
◆徳島県よろず支援拠点のコー
ディネーターによる相談

７月17日㈯・24日㈯・31日㈯
各日10：15 ～ 17：00 県内に
主たる事業所を置く中小企業また
は個人

◇　◇　◇　◇　◇
産業支援交流センター（アミコ

ビル９階）
　詳細はお問い合わせ
ください。

経済政策課（(621-5225
621-5196）

中小企業退職金
共済制度の活用を

　同制度は、中小企業のための外
部積立型の退職金制度です。
　掛け金は全額非課税で一部を国
が助成し、パートや家族従業員も
加入できます。
　詳細はお問い合わせください。

中 小 企 業 退 職 金 共 済 事 業 本
部（(03-6907-1234　 03-
5955-8211）

祝日のごみ収集
７月22日㈭・23日㈮は
平常どおり収集します。

７月は固定資産税・都市計画
税の第２期分の納期月です

納期限は８月２日㈪

譲ります・譲ってください

［譲ります］品名（保有年数）▶学
習机※椅子なし（24年）▶砂遊び
セット（10年）

［譲ってください］▶エンジン式刈
払機▶食卓テーブル▶３人掛けソ
ファー▶子ども用自転車（14 ～
18インチ）

７月21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７月26日㈪に抽
選を行い、当選者にご連絡します。

↘
イベントニュース67　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

Retra水都祭
2021

７月16日㈮
17：00～21：00
７月17日㈯
10：00～21：00
７月18日㈰
10：00～18：00

藍場浜公園、
新町川河川地域

▶前夜祭（16日）＝夜釣
り大会、キャンドルナ
イト▶本祭（17日・18
日）＝ウォーターパー
ク、食楽市、藍染体験、
ステージイベント、17
日20：00 ～眉山山頂
で打ち上げ花火

徳 島 ひ ょ う た
ん 島 水 都 祭 実
行 委 員 会 事 務
局（( 6 7 6 -
2116）

SunSun
マーケット

７月17日㈯
17：00～21：00

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
マルシェ

７月25日㈰
９：00～14：00

しんまちボード
ウオーク周辺

テーマは「かき氷フェ
ア！！」。 約70の パ ラ
ソルが軒を連ねる産直
市※フェアゾーンは両
国橋西公園で開催。

とくしま
マルシェ事務局

（( 6 7 8 -
2117）

水際
コンサート

７月30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（( 0 9 0 -
3783-2084　

623-2707）

会計年度任用職員の募集

◆市民病院看護師（３交替勤務）
［業務内容］市民病院で、看護業務、診療補助業務など
［任用期間］令和４年３月31日まで（更新あり）
［給与］月額22万4,643円～ 29万7,155円（通勤、期末、時間外手当などあり）

所定の申込書を原則郵送で、市民病院総務管理課（〒770-0812　北常三島町２-34）
へ※持参も可。

市民病院総務管理課（(622-9323　 622-5313）
◆保育士

［業務内容］市立保育所などで保育業務
［任用期間］令和４年３月31日（更新あり）
［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（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）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。

子ども保育課（(621-5195　 621-5036）
　詳細は市HPをご覧いただくかお問い合わせください。

「とくしまバス Navi　いまドコなん」を
ご利用ください

　路線バスのさらなる利便性
向上を図るため、ＪＲ徳島駅
を発着する徳島バス路線・徳
島市バス路線に、バスロケー
ションシステム「とくしまバス
Navi　いまドコなん」を導入しています。
　このシステムは、バスの現在位置やバス停への到着予
定時刻などの運行情報をスマートフォンやパソコンなど
からリアルタイムで確認できます。また、目的地までの経
路・最適ルート、時刻表、運賃なども簡単に検索できます。
　「とくしまバスNavi　いまドコなん」を使っ
て、もっと気軽に、もっと便利にバスをご利用
ください。

交通局営業課（(623-2154　 623-8958）、徳島バ
ス（(622-1811）、地域交通課（(621-5535　 623-
1066）
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給与支給明細書と
給与袋への広告掲載

　徳島市職員に配布する給与支給
明細書と給与袋に広告を掲載する
事業者を募集します。

［広告媒体と費用］
▶給与支給明細書（カット紙、A ５
サイズ、裏面に広告掲載）＝広告掲
載料と給与支給明細書の作成に係
る一切の費用
▶給与袋（縦10. ７㌢×横23. ５
㌢、裏面２枠に広告掲載、１枠の
広告サイズは縦８. ５㌢×横９. ０
㌢）＝広告掲載料

［広告掲載期間］10月～令和４年
９月まで（計15回）

［配布枚数］１回当たり約3,000枚
７ 月30日 ㈮ ま で に、

所 定 の 申 込 書（ 市HPか
らダウンロード可）に必
要事項を書いて直接、市役所７階
人事課へ
　詳細はお問い合わせください。

人事課（(621-5027　 624-
3125）

介護助手として
働いてみませんか

　 介 護 施 設
において、清
掃やシーツ交
換、入所者の
話 し 相 手 な
ど、身体への負担が比
較的少ない「介護周辺
業務」を行う介護助手
を募集します。
　対象は概ね60歳以上の人で、短
時間勤務・無資格・未経験でも可。
　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）

アビリンピック
徳島大会の参加者

　障害のある人たちが、
日頃培った技能（ワープ
ロ、喫茶サービスなど）
を競い合う大会の参加者を募集し
ます。

９月18日㈯９：00 ～
ポリテクセンター徳島（昭和町

８）、徳島ビルメンテナンス会館
（昭和町２）
　詳細はお問い合わせください。

独立行政法人高齢・障害・求職
者雇用支援機構徳島支部（(611-
2388　 611-2390）

催　し

エンジョイ・イングリッシュ

　外国人の先生による英語の絵本
の読み聞かせや歌、ゲームなど。 

７月18日㈰10：00～10：50
とくぎんトモニプラザ２階小体

育室 小学生以下（幼児は保護者
同伴）

徳島市国際交流協会（(622-
6066　 624-3169）

考古資料館イベント

◆ガラス勾玉づくり
　オリジナ
ルのガラス
勾 玉 を 制
作。

８月15日㈰10：00 ～ 16：00
小学生以上 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８」
　展示している市内の遺跡から出
土した土器についてナゾときをし

ながら、自分の手で土器図鑑を
制作。

９月５日㈰まで
◇　◇　◇　◇　◇

［休館日］毎週月曜日
考古資料館（(637-2526
642-6916）

夏の子どもガラス工芸体験

　ガラス風鈴
の絵付けやマ
イグラス作り
など、子ども
も楽しめるガ
ラス工芸体験
を実施。

７月20日㈫～８月31日㈫
事前に電話で徳島ガラススタジ

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）　

全国シェルターシンポジウム

　文芸評論家の斎藤
美奈子さんによる
講演やDV被害者支
援の現状についての
トークセッションな
どを開催。

９月25日㈯▶講演会＝14：
00 ～ 15：00▶トークセッショ
ン＝15：15 ～ 16：45
９月26日㈰▶分科会＝10：00
～ 15：00

あわぎんホール※分科会はシ
ビックセンターでも開催。
　申し込み方法など、
詳細はお問い合わせく
ださい。
「第24回全国シェルターシン

ポジウム2021in徳島」実行委員

会（(090-4521-6231　 626-
9827）

徳島インディゴソックス 
ホームゲーム（７月・８月）

下表のとおり

文化スポーツ振興課（(621-
5318　 624-1281）

講座・教室

とくしま植物園
ネイチャーゲーム教室

　木陰で遊ぼう。目隠しをして小
さな冒険。

８月22日㈰９：30 ～ 12：00
５歳以上の市内在住・在勤・在

学の人 200円
７月25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/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
　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　コミカレ短期講座

　同館で次の各講座を開催。日程などは下表のとおり。

講座開始前の10日前まで。申し込み方法など、詳細は同館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）

徳島ヴォルティス「徳島市民デー」を開催

　本市在住・在学の小・中・高校生は
無料招待、大人は優待料金（1,000円）で
観戦できます※どちらも北ホーム指定
席。スタジアムで皆さんの熱い応援を送
りましょう。

８月９日（振休）19：00キックオフ（ガ
ンバ大阪戦）

鳴門・大塚スポーツパーク　ポカリスエットスタジアム
［申し込み期間］７月20日㈫10：00 ～ 28日㈬９：00
［申し込み方法］右の二次元コードからお申し込みください（１人２枚ま
で。申し込み多数の場合は抽選）※当選時に送付されるメールに記載の
URLからチケットの購入・発券を行ってください。
　詳細はお問い合わせください。

文化スポーツ振興課（(621-5318　 624-1281）

開催日 時間 球場 対戦チーム

７月
21日㈬

18：00～ むつみ 高知
ファイティング
ドッグス

７月
22日㈷

７月
23日㈷

13：00～

吉野川
運動公園

８月
８日㈷

蛇王
運動公園

香川オリーブ
ガイナーズ

８月
９日（振休）

18：00～

アグリ
あなん

８月
13日㈮ オロナミンC

８月
14日㈯ アグリあなん

講座名 日時 受講料 定員
男の子のためのベビースキンケア ８月17日㈫　13：00 ～ 14：30 1,100円 15組

親子運動遊び＆絵本の読み聞かせ
８月18日㈬
① ９：30 ～ 10：45
②11：00 ～ 12：15

1,100円 各20組

大人のコーヒー講座　応用編
８月29日㈰
①10：00 ～ 11：30
②13：30 ～ 15：00

1,600円 各10人

木製パズルに絵を描こう ８月29日㈰　13：30 ～ 15：00 1,400円 20人

産後骨盤ケア（全３回）
８月30日㈪、９月６日㈪・13日㈪
①10：00 ～ 11：00
②11：30 ～ 12：30

3,800円 各10組

親子で体操＆
フラワーアレンジメント作り ９月20日㈷　13：30 ～ 15：00 1,400円 20組

※受講料は材料費込み。
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ふれあいパソコン講座

　パワーポイ
ントを使って
ペ ー パ ー ク
ラフト作りに
チャレンジ。

９月28日㈫13：00～15：00
ふれあい健康館 ９人（先着）
2,300円
９月21日㈫までに、電子申請ま

たは電話で同館へ
ふれあい健康館（(657-0194
657-0189）

健　康

麻しん（はしか）・風しん
予防接種

　 麻 し ん・
風しん混合
予防接種は
１期（１歳か
ら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。
　本年度の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、接種期限は令和４年
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。
　詳細はお問い合わせ
ください。

子ども健康課（(656-0540　
656-0514）

のばそう！！健康寿命教室

　「認知症予防で元気なからだづ
くり」をテーマに、健康について一
緒に考えてみませんか。

８月６日㈮10：00 ～ 11：00
ふれあい健康館１階ホール
65歳以上の市民（介護保険認定

者は除く） 20人（先着）

電話で健康長寿課へ
健康長寿課((621-5521
655-6560）

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。

８月25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 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）

■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 ３・17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、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 10日㈫ 13：00 ～ 15：00

もの忘れ予防相談 18日㈬ 9：30 ～ 11：30
歯科医師相談 19日㈭ 13：00 ～ 15：00
糖尿病予防相談 25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

◆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、８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

８月

■医師による相談（ふれあい健康館）

弁護士相談（注１） 毎週水曜（予約制） 13：00 ～ 16：00
公証人相談（相続・遺言など） 17日㈫ 13：00 ～ 16：00
司法書士相談（注２） 毎週月・水・金曜 10：00 ～ 12：00
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） ５日㈭ 13：00 ～ 16：00
土地家屋調査士相談 ５日㈭・19日㈭ 10：00 ～ 12：00

不動産相談
12日㈭ 10：00 ～ 12：00
24日㈫ 13：00 ～ 16：00

住まいづくり相談 26日㈭ 10：00 ～ 13：00
行政相談委員相談 ２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８月４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８月11日・18日・25日、９月１日（各日６人で１人30分以内）です。

（注２）７月12日から再開しています。また、８月13日㈮は休みます。

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］

４・11・18日㈬
18：00 ～ 20：00

６・13・20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

徳島市公式SNSなどで情報発信
　徳島市では、公式のフェイスブックやツイッター、ライン、インス
タグラム、ユーチューブを活用して市政やイベント情報、本市の魅力
などを随時発信しています。皆さん、ぜひ「いいね」や「フォロー」
をお願いします。
　SNSなどのご利用は、次の二次元コードからアクセスしてください。

［問い合わせ先］広報広聴課（(621-5092　 655-9990）

8
無料
相談

月の
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5
［土］

新型コロナワクチン
集団接種を開始

　アスティとくしまで、65歳以
上の高齢者を対象に、新型コロナ
ワクチンの大規模集団接種を開
始。初日は、1,888人が接種を受
けました。

12
［土］

陸上教室を開校 13
［日］

津波避難施設の住民
説明会を開催

　高速道路のり面（高速道路斜面）
を活用した津波避難施設が川内町
旭野北・旭野南に完成。住民説明
会を開催し、利用方法などを説明
しました。

2
［水］

生理用品の　　　　
受贈式を実施

　「生理の貧困」問題に取り組んで
いるレッドボックスジャパンから、
子どもたちが安心して学校生活を
送れる環境を提供してほしいと本
市に生理用品が寄贈されました。

　ワークスタッフ陸上競技場で、陸
上教室を開校。小学生は体力測定を
行い、中学生は陸上競技の基礎を学
びました。子どもたちは、梅雨の晴
れ間に爽やかな汗を流しました。

　　　　　　
　かわいいどうぶつたちがクッキーになりま
した。温かみのある木版画で表現されたクッ
キーは、本物そっくりでとってもおいしそ
う！どんな鳴き声のどうぶつがいるのかな？
鳴き声も楽しく覚えられる食べ物絵本。親
子でどうぶつになりきって、声に出して読ん
でみよう。

　　
　
　

　変わった色や形の石を集めることが趣味のロ
バのシルベスター。ある日、シルベスターは望
みが叶う魔法の小石を見つけ大喜び。ところが、
お腹を空かせたライオンに出くわし、驚いた拍
子に「ぼくはいわになりたい」と石に願ってし
まう。シルベスターの運命やいかに…。魔法よ
りも大切なものを教えてくれる心温まる一冊。

　朝読人気ナンバー１シリーズ。恐怖、笑い、感
動、涙、ミステリーなどをテーマに全30編を収
める短編集。全てが「意外な」結末で、ページ
をめくる手が止まらない。１話完結ですが、全
編通じて読むと、別々の物語が「意外な」とこ
ろでつながる仕掛けがあります。作者のいたず
ら心もお楽しみください。

[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

●どうぶつクッキー [０～５歳向け]
　彦坂有紀作・絵　もりといずみ作・絵／学研プラス

●ロバのシルベスターとまほうの小石
　　[小学校低学年向け]
　ウィリアムスタイグ作　せたていじ訳／評論社

●５秒後に意外な結末　アポロンの黄色い太陽
　 [中学・高校生向け]桃戸ハル編著　usi絵／学研プラスPICKUP３

PICKUP2

PICKUP１

Vol. ４

　いよいよ夏本番。今年も昨年から続く、新型
コロナウイルスの影響で、自宅で過ごす時間が
長くなり、家電製品の使用頻度が増えたという
人も多いのではないでしょうか。冷房が必要な
夏は、電力の消費が増大するため、皆さん一人
一人が省エネに取り組むことが大切です。まず
は、家庭の中から、無理のない範囲で省エネ行
動を始めてみましょう。
◆家庭でできる省エネ行動
　夏の家庭における消費電力は、「エアコン」「冷蔵庫」「照明器具」「テレビ」
の４つの家電製品が上位を占めています。節電のコツは「多いところを少
なくする」こと。消費電力の多い４つの家電製品から始めてみましょう。
■エアコン
　今年の夏も、人が集まって過ごす場合は、部屋の換気に気を付けなけれ
ばなりません。一般的な家庭用エアコンは、室内の空気を循環させるだけで、
換気は行われません。最低でも１時間に５～10分程度、換気をしましょう。
　エアコンは、電源を入れた直後に最も電力を使うため、使用中のエアコ

ンの電源は切らず、つけたままの状態で窓やドアなど２カ所を開けて対角
線で通風するなど、風の通り道を意識して換気しましょう。また、窓を開
ける際に換気扇を回すことも効果的です。そして、換気中を含めて室温を
28℃程度に保ちましょう。
＜その他の省エネ対策＞

▼冷たい空気は、下に溜まるため、冷房使用時の
風の向きは水平にする ▼扇風機やサーキュレー
ターを併用する（室内の冷たい空気を循環させ、
冷房効率を上げることができます） ▼こまめに
フィルターを掃除する ▼室外機の周辺にはものを
置かない ▼カーテンで窓からの熱の出入りを防ぐ
■冷蔵庫

▼開いている時間を短くする ▼余分な開閉はしな
い ▼設定温度を「中」にする ▼物を詰め込みすぎない ▼熱いものは冷まし
てから入れる ▼壁から隙間をあけて設置する
■照明器具

▼不要な照明はこまめに消す ▼省エネ型に買い換える
■テレビ

▼必要なとき以外は消す ▼省エネモードに設定する
［問い合わせ先］環境保全課（(621－5213　 621－5210）

家庭で夏の省エネ対策に取り組もう！


