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令和３年10月１日現在（前月比）　人口／250,990人（－81）　男／119,337人（－39）　女／131,653人（－42）　世帯数／121,520世帯（+20）　面積／191.39㎢

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

　◆ワクチン接種状況
　本市（12歳以上）における１回目の接種率は約80㌫、２回目の接種率は
約66㌫（下図参照）に達し、接種が進んでいる状況です。

一人一人が思いやりの心を～ワクチンハラスメントを防ごう～

　職場などでのワクチン接種の強要や、接種を受けていない人への差
別的な行為は人権侵害に当たります。ワクチン接種は強制されるもの
ではありません。本人が望まない場合には、接種しないことを選択で
きます。
　また、アレルギーなどの事情で接種ができない人もいます。ワクチ
ン接種をしていない人に対する差別、偏見、嫌がらせは、決して許さ
れることではありません。人権に配慮した行動をとりましょう。
　ワクチン接種について、誹謗中傷や偏見などでお困りの場合は、下
記の相談窓口にご相談ください。
▶職場におけるいじめ・いやがらせなどに関する相談窓口＝徳島労働
局総合労働相談コーナー（(652－9142　平日８：30 ～ 17：15）
▶人権相談窓口＝みんなの人権110番（全国共通人権相談ダイヤル
(0570－003－110　平日８：30 ～ 17：15)
▶その他お問い合わせ＝人権推進課（(621－5169　 655－7758）

　市民の皆さま、事業者の皆さまおよび医療従事者
の皆さまには、 長期化する新型コロナウイルス感染
症の感染拡大防止に、ご協力 ・ご尽力いただき心よ
り感謝申し上げます。
　ワクチン接種につきましては、このまま順調に進
めば、11月中旬には、12歳以上の市民のうち約８
割以上の方が２回目の接種を終える見込みです。
　ウィズ・コロナ時代はこれからも続いてまいります。ワクチンを接
種した方も、引き続きマスクの着用や手指消毒など感染症対策へのご
協力をお願い申し上げます。
　本市では、この難局を市民の皆さまとともに乗り越え、安全安心な
日常を取り戻せるように全力を尽くしてまいりますので、引き続きご
理解とご協力をお願いいたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　●徳島市長
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1　接種状況（10月10日現在）

2　年齢別接種状況（10月10日現在）

（※）（※）

（単位：％）

※国のワクチン接種記録システム(VRS)に入力済みの値をもとに集計しています。

接種済
66%

接種済
80%

未接種
34%

未接種
20%

2 回目
接種済者数
152,154
230,000

人

1 回目
接種済者数
183,277
230,000

人

新型コロナワクチン接種情報

新型コロナワクチンの接種証明
■国内での接種証明
　接種券右側の「予
防接種済証（臨時）」

（右参照）が証明書
としてご利用いた
だけます。
　また、医療従事
者や職域接種を受
けた人で、「接種記
録書」をお持ちの場合は、証明書としてご利用ください。
■海外渡航時の接種証明書
　海外渡航予定の人には、市役所南館２階健康長寿課で「新型コロナ
ワクチン接種証明書（ワクチンパスポート）」を交付しています。

［対象者］接種時に徳島市に住民票があり、渡航先で防疫措置の緩和を
受けるために必要な人
　申請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。

［問い合わせ先］健康長寿課（(621－5523　 655－6560）

見　本

１回目の接種は10月24日㈰までに

　徳島市では現在、12歳以上のすべての人の接種予約を受け付けて
います。新型コロナワクチンは感染症の発症・重症化を予防する効果
があり、２回接種した人の感染は未接種者の約17分の１と大幅に少
ないことが分かっています。まだ接種を受けていない人は、自分自身
や身近な大切な人を守るためにも接種をご検討ください。

　◆ワクチン接種はお早めに
　ワクチンロスを最小限に抑えるため、接種実施医療機関を集約するなど
接種体制を順次縮小します。希望される人は、円滑な接種のため、10月
24日㈰までに１回目の接種をお願いします。
　なお、体調不良で接種ができなかった人や、今後12歳の誕生日を迎え
る人などは、引き続き接種ができます。
※インフルエンザなど、他の予防接種を受ける場合は、一方のワクチン接
種から２週間の間隔を空ける必要がありますのでご注意ください。

　◆ワクチン接種の予約方法
1　電話予約（新型コロナワクチンコールセンター）

☎（０８８）６２１－５４９５
受付時間

８：30 ～ 20：00
※土・日・祝日含む。

2　医療機関での直接予約
　直接予約できる医療機関については、コールセンターや市ホームページ
でご確認ください。土・日曜日に接種可能な医療機関も掲載しています。
※インターネット（市予約システム）での予約はできません。

　◇　　◇　　◇　　◇　　◇
［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
（(678－8707・621－5495）

（※）接種券発行者数



 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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■施設見学

▶市立保育所▶市立認定こども園（保育所部分・幼稚園部分）
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、施設見学は中止
しています。市ホームページや子ども保育課で施設の写真を閲
覧できます。
▶私立保育所（園）▶私立認定こども園（保育所部分）▶小規模保育施設
▶事業所内保育施設
　施設に直接お問い合わせください。

◇　　◇　　◇　　◇　　◇
　各施設の受け入れ予定人数など、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。

　令和４年４月から保育所・認定こども園などの利用を希望する人の申し
込みを受け付けます。
[対象施設］
▶市立保育所▶市立認定こ
ども園（保育所部分・幼稚園
部分）
▶私立保育所（園）▶私立認
定こども園（保育所部分）
▶小規模保育施設▶事業所
内保育施設
[受付期間］
10月22日㈮～ 11月５日㈮
[提出書類］
▶申込書（10月18日㈪から
各対象施設、ふれあい健康
館３階子ども保育課で配布）
▶保育の必要性を証明する
書類（就労証明書など）
[受付場所・時間］
▶第１希望の施設＝平日８：30 ～ 17：00・土曜日８：30 ～ 12：00
11月下旬以降に面接を実施。※下表の施設に新規で申し込みをする場合
を除く。
▶子ども保育課＝平日８：30 ～ 17：00※要予約（10月18日㈪～）。
申請と同時に面接を実施（子ども同伴）。
○次の施設に新規申込する場合は下記の日程・場所での受け付けとなります。

令和４年度令和４年度
保育所・認定保育所・認定こども園の利用申し込みの受け付けを開始こども園の利用申し込みの受け付けを開始

▶保育所（園）から認定こども園に移行・移管
　・市立不動保育所→市立不動認定こども園（不動本町２）
　・市立八万保育所→私立八万南ひまわり認定こども園（八万町川南）
　・市立沖洲保育所→私立沖洲こども園（北沖洲三）
　・私立島田おひさま保育園
　　　　　　　　　→私立島田おひさま認定こども園（国府町日開）
　・私立島田保育園→私立島田認定こども園（中島田町３）
▶私立保育園の新設
　・たまご保育園（名東町１）・ぽかぽか保育園（国府町中）　

[問い合わせ先］各保育施設、子ども保育課（(621－5193・5292　 621
－5036）

令和４年４月１日から

一部施設が移管・新設されます

　地産地消を推進するとともに、
新型コロナウイルスの影響を受け
ている飲食店を支援するため、徳
島県産の食材を使った新たなメ
ニューの提供に必要な開発や宣伝
にかかる費用を補助します。

［対象者］
徳島県による新型コロナウイルス
感染拡大予防ガイドライン実践店
ステッカーを掲示している市内の飲食店など

［対象経費］
▶新メニューの開発などに要した食材購入費▶メニュー表・チラシなどの
作成費 ――など

［補助額］
対象経費の全額（上限10万円）

［申し込み方法］
11月30日㈫（消印有効）までに、電子申請または申請書（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、郵送または直接、農林水産課

（〒770－8571　幸町２－５）へ※予算の範囲内で先着。
　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]農林水産課（(621－5245　 621－5196）

県産食材を使ったメニューを開発する
飲食店を支援

災害時の映像をリアルタイムで共有
～災害時オペレーションシステムを導入～

施　設 場　所 期　間 時　間

八万南ひまわり認定こども園
ふれあい健康館２階会
議室
※子ども保育課へ要予

約（10月18日㈪～）。
※申請と同時に面接を

実施（子ども同伴）。

10月27日㈬
～ 29日㈮

９ ：00 ～
17：00

沖洲こども園

たまご保育園 11月４日㈭・
５日㈮ぽかぽか保育園

※市立幼稚園は11月上旬から申し込みを受け付けます。詳しくは、市
ホームページまたは広報とくしま11月１日号をご覧ください。
※私立認定こども園（幼稚園部分）への申し込みは、各施設に直接お問
い合わせください。

　徳島市では、災害現場の
映像を災害対策本部や消防
署など５カ所でリアルタイ
ムに共有できるシステムの
導入により、災害状況に応
じた的確な対応が可能とな
りました。

◆ドローンの活用

　ドローンを活用すること
で、消防隊がすぐに近づけ
ない現場などの被害状況や
負傷者を早期に把握できる
ほか、的確な部隊配備や消
防隊の安全確保が可能にな
ります。
　今後も、さらなる災害対
応力の強化を図り、市民の
皆さんの生命や安全・安心
な暮らしを守ります。

［問い合わせ先］消防局警防課（(656－1192　 656－1201）
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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。 

シビックセンター
◆歌とマリンバ＆ハープのファミリーコンサート
　親子で気軽
に楽しめるク
ラシック音楽
会。入場無料。
※２回公演。

［出演者］岡村
由 香 さ ん（ ソ
プラノ）、齋藤綾香さん（マリンバ）、青山唯さん

（ハープ）
［とき］10月31日㈰▶午前の部＝11：00 ～
12：00▶午後の部＝14：30 ～ 15：30
※各部30分前に開場。

［場所］同センターさくらホール（アミコビル４
階）

［定員］各80人（先着）
［申し込み方法］電話で同センターへ
　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］シビックセンター（(626－0408
626－0833）

◆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］▶11月教
室 ＝11月 ９ 日
㈫・16日㈫・23
日㈷▶12月教室＝11月30日㈫・12月14日㈫・
21日㈫▶令和４年１月教室＝１月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。
［場所］同センター活動室４（アミコビル４階）
［対象者］18歳以上の人
［定員］各８人（先着）
［費用］3,660円（市外の人は4,026円）※別途材
料代（3,000円程度）が必要。

［申し込み方法］電話またはファクス
で徳島ガラススタジオへ
　詳細はお問い合わせください。

［問い合わせ先］ガラススタジオ（(669－1195
669－1221）

はこらいふ図書館
◆図書館まつり
　ノーベル賞の最初の授賞式から120年を記念
し、関連図書の展示、国立科学博物館の巡回展

「ノーベル賞を受賞した日本の科学者」を開催す
るほか、こども室の読書ラリーでは素敵なプレ
ゼントもあり。
［とき］10月27日㈬～ 11月９日㈫※巡回展は
12月６日㈪まで。
◆虫博士　いきものだいすき！ちびっこあつま
れ～ ! !※要申し込み
　顕微鏡を使って小さな世界をのぞいてみよ
う。虫についてのさまざまな疑問に虫博士がお
答えします。

［とき］11月６日㈯・７日㈰各日10：30 ～
11：30

［定員］６組（先着）（１組４人まで）
◆図書館資料片手に街角散歩～興源寺界隈を訪
ねて～※要申し込み
　観光ガイドの説明を聞きながら、図書館の資
料を片手に、興源寺界隈を歩く。

［とき］11月14日㈰13：30 ～ 15：30

［対象者］中学生以上
［定員］10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
◆遊山箱絵付け体験
　 県 産 杉 で
作 っ た 素 木
の 遊 山 箱 に
絵付けし、自
分 だ け の 遊
山箱を制作。

［とき］
11月７日㈰
▶10：30 ～▶13：30 ～

［定員］各５人程度（先着）
［費用］3,000円
［場所］同センターフリースペース（アミコビル
１階）

［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）

アミコビルで行われるイベント

10月31日㈰は衆議院議員総選挙と10月31日㈰は衆議院議員総選挙と
最高裁判所裁判官国民審査の投票日です最高裁判所裁判官国民審査の投票日です

◆投票時間
　７：00 ～ 20：00
◆期日前投票 　
　用務などで投票日に投票所に行けない人は、下表のとおり期日前投票が
できます。

◆徳島市で投票できる人
　平成15年11月１日までに生まれた人で、令和３年７月18日までに徳島
市に住民登録をし、３カ月以上徳島市に住んでいる人
※７月19日以降に市町村間で転入・転出（住民異動）した人の投票につい
ては、旧住所地の市町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
◆選挙のお知らせ 　
　世帯主あてに「選挙のお知らせ」はがき（3人連記）を郵送します。各自の
部分を切り取り、はがきに記載の投票所(※)にお持ちください。はがきがな

くても、投票資格があれば投票できますので、投票所でお申し出ください。
(※)10月13日㈬以降に市内間で転居した場合、転居前の住所地を区域に含
む投票所での投票になりますので、ご注意ください。
◆選挙公報の配布 　
　10月29日㈮までに各世帯に配布します。届かない場合は選挙管理委員
会事務局までご連絡ください。市役所、支所、公民館にも備えていますので、
ご利用ください。
◆郵便投票 　
　選挙人で身体に重度の障害がある人は、郵便による不在者投票ができま
す。対象者は次のとおりです。

［対象者］
①身体障害者手帳を持つ人で▶両下肢、体幹、移動機能障害１級または２級
▶心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸障害１級または３級▶免疫、肝臓
障害１級から３級
②戦傷病者手帳を持つ人で▶両下肢、体幹障害の特別項症～第２項症▶心
臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓障害の特別項症～第３項症
③介護保険要介護状態区分が要介護５の人

［手続き］
　選挙管理委員会が発行する郵便等投票証明書が必要ですので、早急に申
請してください。すでに交付を受けている人は、郵便等投票証明
書を添えて、10月27日㈬までに不在者投票用紙を請求してく
ださい。

◇　◇　◇　◇　◇
［問い合わせ先］選挙管理委員会事務局（(621－5373　 626－4352）

期日前投票場所 所在地 期間 時間

徳島市役所本館 1 階国際親善コーナー 幸町２－５ 10/20 ㈬～
10/30 ㈯

８ ：30 ～
20：00

ふれあい健康館 2 階健康相談室 沖浜東２－ 16

10/25 ㈪～
10/30 ㈯

９ ：00 ～
18：00

川内町民会館 1 階会議室 B 川内町沖島 260

上八万支所１階集会室 下町本丁42

国府コミュニティセンター１階研修室 国府町府中 59 －４

徳島大学常三島キャンパス
地域創生・国際交流会館 3 階共用室 南常三島町１－１ 10/28 ㈭・

29 ㈮
10：00 ～
17：00

イオンモール徳島４階イオンホール 南末広町四－１ 10/28 ㈭～
10/30 ㈯

10：00 ～
19：00



おしらせ

スマホやパソコンで
児童手当の手続きを

　児童手当の手続きは、
マイナンバーカードを
利用した電子申請が便
利です。ぜひ、ご活用ください。
　詳細はお問い合わせください。

子育て支援課（(621-5194　
655-0380）

都市計画マスタープラン
市民ワークショップ

　まちづくりの基本的な
方針である「徳島市都市
計画マスタープラン」の
見直しにあたり、地域の魅力や資
源、課題、住みたいまちのイメージ
などを話し合う市民ワークショッ
プ（地域別意見交換会）を開催。
　市内全域を９地区に分けて行い
ます。日程など詳細はお問い合わ
せください。

開催日の２日前までに、電話で
都市計画課へ

都市計画課（(621-5493
623-1008）

パートナーシップ・
ファミリーシップ制度

　本市では、LGBT（性的少数者）
のカップルがお互いを人生のパー
トナーとして宣誓する、パート
ナーシップ宣誓制度を導入してい
ます。また、宣誓した人は、届け出
により、一緒に暮らしている子ど
もも家族として認定（ファミリー
シップ）を受けることができます。
　これらの制度により、さまざまな
行政サービスなどを受けられます。

　詳細はお問い合わせください。
人権推進課（(621-5169
655-7758）

廃蛍光管のリサイクルに
ご協力を

　蛍光管には有
害金属である水
銀が含まれてい
ま す。適 正 に 処
理をし、再資源化するた
め、拠点回収にご協力く
ださい。

市役所１階国際親善コーナー、
各コミュニティセンター（内町を
除く）、一部公民館、徳島市エコス
テーション（城東町二）、加茂名地
区回収協力施設など

［出し方］割れないように、購入時
の紙製容器や新聞紙で包んで、種
類ごとに回収箱へ

［回収できないもの］割れた蛍光
管、照明器具や電球など蛍光管以
外のもの、事業所や店舗などから
排出される蛍光管

環境政策課（(621-5202
621-5210）

浄化槽法定検査を実施

　浄化槽を設置している場合は、
業者が行う保守点検・清掃とは別
に、年１回の法定検査を受ける義
務があります。
　10月20日㈬～ 11月５日㈮に、
徳島県知事指定検査機関である公
益社団法人徳島県環境技術セン
ターの職員が浄化槽の検査に訪問

（事前に通知文を送付）しますの
で、ご協力をお願いします。

徳島県環境技術センター
（(636-1234）

全国道路・街路
交通情勢調査にご協力を

　国土交通省では11月まで全国
道路・街路交通情勢調査を実施し
ています。無作為に選定した自動
車を保有する個人または事業者を
対象に、自動車の利用実態に関す
るアンケートを送付していますの
で回答にご協力をお願いします。

全国道路・街路交通情勢調査
サポートセンター（(0120-765-

705）

成年後見制度の無料相談

　成年後見制度とは、認知症・知的
障害・精神障害などで、判断能力が
不十分な人を法的に支援する制度
です。制度の利用手続きなどに関す
る無料相談会を実施します。

▶弁護士相談（要予約）＝11月
10日 ㈬、12月 ８ 日 ㈬ 各 日13：
00～16：00▶一般相談＝平日
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）

10月は市・県民税の
第３期分の納期月です
納期限は11月１日㈪

譲ります・譲ってください

［譲ります］品名（保有年数）▶ペッ
トサークルケージ※犬猫用（17
年）▶液晶テレビ（11年）▶鏡台※
１面３段引き出し付き（10年）

10月22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
　10月27日㈬に抽選を行い、当
選者にご連絡します。

募　集

小学校外国語教育サポーター
（ボランティア）

　 小 学 校
で 実 施 し
て い る 外
国語活動・
外 国 語 科
で、担任を補助するボランティア
を募集します。

［活動期間］令和４年５月～令和５
年２月※週１回程度。

［応募資格］中学校または高等学校
の英語教員免許状を持つ人（免許
状がなくても相当の英語指導力が
ある人でも可）

11月１日㈪～19日㈮に申請書

（市HPからダウンロー
ド 可、市 役 所11階教育
研究所でも配布）を原則
郵送で、教育研究所（〒770-8571
幸町２- ５）へ※持参も可。

教育研究所（(621-5432
624-2577）

保育士
（会計年度任用職員）

　市立保育所
などで勤務す
る会計年度任
用職員を募集
しています。

［任用期間］令和４年３月31日ま
で（更新あり）

［給与］▶フルタイム勤務＝月額
17万928円 ～ 22万1,089円 ▶
パートタイム勤務（夕３時間）＝日
額3,150円～ 4,074円※地域、勤
務手当あり。勤務形態に応じて期
末手当あり。

［応募資格］保育士証を持つ人
所定の申込書（市HP

からダウンロード可）に
必要事項を記入し、原則
郵送で、ふれあい健康館３階子ど
も保育課（〒770-8053　沖浜東
２ -16）へ※持参も可。

子ども保育課（(621-5195　
621-5036）

市民病院看護師
（会計年度任用職員）

　徳島市民病
院で、看護業
務、診療補助
業務などに従
事する会計年
度任用職員（３交替勤務）を募集し
ています。

［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※時間外勤務手当や夜勤
手当などあり。

所定の申込書（市HP
からダウンロード可）に
必要事項を記入し、原
則郵送で、徳島市民病院総務管理
課（〒770-0812　北常三島町２
-34）へ※持参も可。 ↗

宝くじの助成事業で地域活動備品を整備

　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
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３年度に地域活動備品と阿波おどり備品、防災資機材（下写真）を整備しました。

市民協働課（(621-5510　 621-5511）、にぎわい交流課（(621-5232
621-5457）、防災対策課（(621-5527　 625-2820）

▲地域活動備品 ▲阿波おどり備品 ▲防災資機材

 徳島市の広報番組 「徳島市NOW」（ケーブルテレビ徳島：毎日 10：00～/18：00 ～）（国府町CATV：毎週金曜、土曜）
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　新型コロナウイルスの感染
拡大の状況により、掲載して
いる内容が今後変更される場
合があります。最新情報につ
いては、市HPをご覧いただく
か、各担当課へお問い合わせ
ください。

宝くじの収益は市町村の振興に役立っています



市民病院総務管理課（(622-
9323　 622-5313）

市民菜園の利用者

　作付けから収穫までの管理や道
具・苗などの用意を自分で行う、市
民菜園の利用者を募集しています。

市内在住で、農家でない人
直接希望する菜園へ

　詳細はお問い合わせ
ください。

農林水産課（(621-5246
621-5196）

トライアル介護職員

　介護施設で
介護業務など
を体験してみ
ませんか。無
資格、未経験、
短時間勤務も可。

概ね60歳未満の人
［トライアル期間］２カ月※相談の
上継続雇用あり。

［時給］850円～1,000円※仕事内
容により変動します。
　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）

藍染・藍クラフト愛好家展
出展作家

　11月20日㈯～ 23日㈷に産業
支援交流センターで開催する藍
染・藍クラフト愛好家展にハンド
メイドの藍染や小物な
どを出展する作家を募
集します。

７人（抽選）
10月25日㈪までに、メールま

たはファクスで同センターへ
産業支援交流センター

（( 661-7124）

催　し

水道・下水道パネル展

　水道給水開始95周年を記念し、
水道・下水道の役割や仕組みを紹
介するパネル展を開催。

10月20日㈬～ 31日㈰ ふれ
あい健康館１階きっかけ空間

上下水道局経営企画課（(623-
1962　 623-1175）

徳島ヴォルティス
ホームゲーム（10月・11月）

下表のとおり

鳴門・大塚スポーツパーク
ポカリスエットスタジアム

文化スポーツ振興課（(621-
5318　 624-1281）

菊花展

　徳島菊友会会員による菊の展示。
10月23日㈯～11月14日㈰

各 日 ９：00 ～ 17：00（ 入 園 は

16：30ま で。10月25日 ㈪、11
月１日㈪・４日㈭・８日㈪は休園）

旧徳島城表御殿庭園
［入園料］大人50円、子ども30円

公園緑地課（(621-5301
621-5273）

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。 

10月24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）

交通エコライフキャンペーン

　公共交通の利用を呼び掛けるた
め、バスの車体へのお絵かきや交
通ミニゲームなど、バスや鉄道に
親しんでもらうイベントを開催。

10月30日㈯10：00～13：00
あすたむらんど徳島※公共交通

機関でお越しください。
徳島県次世代交通課（(621-

2128　 621-2832）

徳島駅伝選手選考記録会

　徳島駅伝徳島市選手団の選手を
選考する記録会を開催。

11月13日㈯13：00 ～
ワークスタッフ陸上競技場（南

田宮２）
　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）

イベントニュース70　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

活徳島県産
「秋の伊勢海
老祭り」

10月16日㈯
10：00～15：00

徳島新鮮なっと
く市（東沖洲２
丁目沖洲マリン
ターミナル西）

活徳島県産伊勢海老販
売。伊勢海老汁ふるま
い（先着30人）

徳島新鮮
なっとく市

（(676-2266）

SunSun
マーケット

10月17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

10月29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

10月31日㈰
９：00～14：00

しんまちボード
ウオーク周辺

テーマは「鳴門＆美郷
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）

ジャパン
コーヒー
フェスティ
バル2021
in徳島・
アクアチッタ

11月５日㈮
16：00～20：00
11月６日㈯
12：00～20：00
11月７日㈰
10：00～17：00

万代中央ふ頭

県内外のコーヒー屋さ
んの渾身の一杯を味わ
いながら、水辺でゆっ
くりと過ごしましょ
う。前売り券1,200円、
当日券1,500円（飲み
比べサイズ３杯分）

アクア・チッタ
（ ( 6 7 9 -
8001）

低所得の子育て世帯に給付金を支給

　低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支
援特別給付金について、申請をされていない人は
お早めに申請してください。

［支給額］児童１人当たり５万円
次の①に該当し、かつ②のいずれかに該当する

人。ただし、既に給付金を支給されている場合は対
象となりません。
①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。
②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

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
　詳細はお問い合わせください。

給付金コールセンター（(679-8310）、子育て支援課((621-5194
655-0380）

徳島城博物館イベント

◆子どもかるた教室（全３回）
　楽しく強くなるかるたのコツを徳島県か
るた協会の有段者が指導。未経験者でも楽し
めます。

11月21日㈰、12月12日㈰・19日㈰各日
13：00 ～ 16：00 小学３～６年生 20人（先着）
◆将棋大会「徳島城御城将棋」
　江戸時代に幕府行事として行われた「御
城将棋」にちなんだ大会。

11月28日㈰９：30 ～ 16：30 小学生
以上 32人（抽選）

◇　◇　◇　◇　◇
▶子どもかるた教室＝11月20日㈯までにはがきまたはファクス▶将

棋大会「徳島城御城将棋」＝11月15日㈪（必着）までに往復はがき――に
希望するイベント名と〈住所/氏名/電話番号/子どもかるた教室は学校
名と学年〉を書いて徳島城博物館（〒770-0851　徳島町城内１- ８）
へ

［入館料］大人300円（500円）、高校・大学生200円（300円）、中学生以下
無料※11月21日㈰までは特別展開催中のため（　）内の特別料金です。
　詳細はお問い合わせください。

徳島城博物館（(656-2525　 656-2466）
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開催日 キックオフ 対戦チーム

10月23日㈯
14：00～

大分トリニータ

11月３日㈷ セレッソ大阪

菜園名 問い合わせ先

丈六団地ファミリー菜園
（丈六町八斗代23番１）

山田　敏夫
（(645-1972）

日開ふれあい菜園
（国府町日開108-１）

小林　哲夫
（(090-7142-5876）

論田さわやか農園
(論田町本浦中73-１)

浦川　實
（(662-1368）

しらさぎ菜園
(下町本丁12-１)

農林水産課
（(621-5246）

ベジタブルランド府中
(国府町府中字尼木424-１)

坂井　幸子
（(090-2785-9085）

雑賀市民菜園
(雑賀町西開９-２)

竹内　鋭治
（(090-6280-2799）

田宮ふれあい農園
(北田宮４丁目82-４-１)

元木　恵子
（(080-2980-9179）

藤本　文子
（(080-4035-6034）
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催　し

犬飼農村舞台公演
オンラインライブ配信

　新型コロナ
ウイルス感染
症拡大防止の
ため公演を無
観客で開催し、YouTubeでライ
ブ配信します。ぜひご覧ください。

11月３日㈷10：30 ～ 12：30
［公演内容］人形浄瑠璃
（傾城阿波の鳴門、壺坂霊
験記など）、襖からくり

社会教育課（(621-5419
624-2577）

講座・教室

とくしま植物園各教室

◆押し花中級者講習会（全２回）
　英字台紙を使った押し花を制
作。

11月16日㈫・30日㈫各日10：
00 ～ 12：00 6,600円
◆ドライフラワーアレンジメント
教室
　クリスマスリースを制作。

11月26日㈮10：00～12：00
2,500円

◆雑草いけばな教室
　クリスマ
スの花を生
ける。

11月28
日㈰10：00 ～ 12：00

1,200円
◇　◇　◇　◇　◇

市内在住・在勤・在学の人
各10人（抽選）

10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（(636-3131
636-3132）

起業力養成講座

　創業に必要な知識やビジネスプ
ランの作成について学ぶオンライ
ン講座（全15回）。

令和４年１月28日までの年末年
始を除く毎週金曜日に動画を配信

（期間中に限り何度でも視聴可）
創業を考える人や創業後間もな

い人 2,000円
申込書（市HPからダ

ウンロード可。市役所３
階経済政策課などでも
配布）を、郵送またはファクスで
公益財団法人とくしま産業振興
機構（南末広町５- ８- ８　 653-
7910）へ※同機構HPからの申し
込み可。
　詳細はお問い合わせください。

経済政策課（(621-5225
621-5196）

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。

11月17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

健康長寿課（(621-5574
655-6560）

ガラス工芸お試し教室

　徳島ガラ
ススタジオ
の雰囲気を
味わいなが
らガラス工芸品づくりを体験。

［募集教室］吹きガラスコース、
コールドコース、バーナーワーク
コース

18歳以上の人
　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）

健　康

ウオーキングイベント

◆ブルーライトウオーキング
　世界糖尿病デーに合わせてブ
ルーにライトアップされたウオー
キングコースを歩く。

11月12日㈮18：30 ～ 20：00
ふれあい健康館 30人（先着）

◆地区ウオーキング
　ウオーキングの正しい知識と自
分に合った方法を身に付け、生活
の中にウオーキングを取り入れて
みませんか。インストラクターが
サポートします。

11月16日㈫10：00 ～（受け付
けは９：30 ～） 日峰大神子広
域公園(こども広場管理事務所前
集合) 20人（先着）

◇　◇　◇　◇　◇
医師から運動制限を受けていな

い市民 タオル、水分補給用飲料、
動きやすい服装・靴など

電話で健康長寿課へ
健康長寿課（(621-5521
655-6560）

市民公開講座を放送

　 肺 の 生 活 習 慣 病 と い わ れ る
COPD（慢性閉塞性肺疾患）に関
する講座（１時間程度）をテレビト
クシマ（111ch）で放送します。

10月19日㈫～31日㈰▶火曜日・
木 曜 日 ＝13：00 ～ ▶ 土 曜 日 ＝
19：00 ～▶日曜日＝12：00 ～

徳島市医師会（(625-4617）、
健康長寿課（(621-5512

655-6560）

のばそう！！健康寿命教室

　「 食 べ て
元気に長生
き！」をテー
マに、フレイ
ル、骨粗しょ
う症予防のための食事について管
理栄養士と考えてみませんか。※
調理実習はありません。

11月12日㈮10：00～11：00
ふれあい健康館２階調理実習室
介護保険認定を受けていない

65歳以上の市民 20人（先着）
電話で健康長寿課へ

　詳細はお問い合わせください。
健康長寿課((621-5521
655-6560）

20・30歳代の
健康チェック

　自己血糖測定、血圧測定、体組成測
定（両手両足測定タイプ）、骨密度測
定、尿検査、健康相談などを実施。

コミカレ短期講座の受講生を募集

　ふれあい健康館で次の各講座を開催。

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）

スポーツ教室の受講生を募集

　とくぎんトモニアリーナなどで次の各教室を開催。

　受講資格や申し込み方法など、詳細は徳島
市体育振興公社HPをご覧いただくか、お問い
合わせください。

徳島市体育振興公社（(654-5188　 652-9383）

講座名 日程 定員（抽選） 受講料
親子運動遊び＆
絵本の読み聞かせ

11月８日㈪
10：00 ～ 11：15 20組 1,100円

女性のための
スペシャル深リンパ

（全４回）
11月11日・25日、12月９日・23日の木曜日
各日13：30 ～ 15：00 20人

4,400円～
5,900円
（注１）

親子ふれあいベビーマッサージ
（全３回）

11月12日㈮・26日㈮、12月10日㈮
各日10：00 ～ 11：30 15組 5,000円

着物リメイク
使って便利な小物づくり

（全２回）
11月13日㈯・27日㈯
各日13：30 ～ 15：30 15人 1,300円

ベビースキンケア教室 11月16日㈫13：00 ～ 14：30 15組 1,600円
産後のための骨盤ケア

（全３回）
11月22日㈪・29日㈪、12月６日㈪
①10：00 ～ 11：00　②11：30 ～ 12：30 各10組 3,800円

※受講料は材料費込み。（注１）講座に使用する材料費により変動

■とくぎんトモニアリーナ教室
曜日 講座名 時間
月 親子体操ヨチヨチコース 11：00 ～ 11：45

火 はじめてバレーボール 10：15 ～ 11：45
親子deスポーツ 10：30 ～ 11：30

水 親子deふれあい体操 10：30 ～ 11：30
木 バレーボール（中級） 10：15 ～ 11：45
金 親子ステップアップ体操 10：30 ～ 11：30

■西ノ丸テニス教室
曜日 講座名 時間
火 ジュニアテニスＡ（初級） 16：30 ～ 18：00

水 テニスⅠ（初級～中級） 13：30 ～ 15：00
ジュニアテニスＢ（初心者～初級） 16：30 ～ 18：00

↗
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11月24日㈬９：30～14：30

（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 20
人（先着） 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）

がん検診を受けましょう

　がんの早期発
見・早期治療の
ため定期的にが
ん検診を受けま
しょう。
◆大腸がん・前立腺がん
　12月20日㈪（休診日を除く）ま
で、市内の委託医療機関で実施。
◆乳がん・子宮頚（けい）がん・胃
がん（内視鏡検査）
　令和４年３月31日㈭（休診日を
除く）まで、県内の委託医療機関で
実施。

◇　◇　◇　◇　◇
　受診には受診はがきが必要で
す。予約方法など詳し
くは市HPをご覧いただ
くかお問い合わせくだ
さい。

健康長寿課（(621-5512
655-6560）

特定健康診査

　徳島市国民健康保険に加入して
いる昭和22年４月１日～昭和57
年３月31日生まれの人を対象に、
生活習慣病予防のための特定健康
診査を実施。

12月20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 1,000円 受診券（９
月末までの加入者には11月上旬
までに送付予定。10月以降の加

入者には受診希望者のみ送付）、国
民健康保険被保険者証
◆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）までに投函していただ
くと、抽選で毎月200人に商品券

（1,000円分）を進呈します。
　詳細はお問い合わせください。

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 ２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 ９日㈫ 13：00～15：00

もの忘れ予防相談 17日㈬ 9：30～11：30
歯科医師相談 18日㈭ 13：00～15：00
糖尿病予防相談 24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

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

　新型コロナウイルス感染
症の影響により、11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。

子育て施設
インフォ
メーション

11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、12日㈮ 13：00～16：00
公証人相談（相続・遺言など） 16日㈫ 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
社会保険労務士相談（年金相談） 11日㈭ 13：00～16：00
土地家屋調査士相談 ４日㈭・18日㈭ 10：00～12：00
不動産相談 11日㈭ 10：00～12：00
住まいづくり相談 25日㈭ 10：00～13：00
行政相談委員相談（注２） １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11月10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11月12日・17日・24日、12月１日（各日６人で1人30分以内）です。

（注２）行政相談委員相談は11月17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］

10・17日㈬
18：00～20：00

５・12・19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

11
無料
相談

月の

SNSなどで徳島市からのお知らせを発信
　徳島市では、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)

次号発行は10月31日㈰です
　広報とくしま11月１日号は
10月31日㈰の発行となります。

広報広聴課（(621-5091　
655-9990）

↘
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City Event Topics９月

6
［月］

日々の運動で
健康寿命をのばそう

　ふれあい健康館で「のばそう!!
健康寿命教室」を開催。参加者は、
自宅でも簡単にできる足腰に負担
の少ない効果的な運動方法を学び
ました。

18
［土］

花いっぱいの　　　
まちづくり 20

［祝］

いつまでもお元気で
長寿者慶祝訪問

　敬老の日に、105歳と110歳の
７人に祝い状と祝い金を贈呈。小
原美代さんを訪ねた内藤市長は長
寿のお祝いの意を伝え、健康を祈
念しました。

2
［木］

子どもたちの笑顔の
ために

　コロナ禍で生活に困っている子ど
もたちが少しでも笑顔になるように
と、マクドナルドのフランチャイズ
店を運営する株式会社サンフォート
から、食事券が贈呈されました。

　市内中心部で、とくしままちなか
花ロードproject「花植え会」を開催。
台風の影響で市民の参加は見合わせ
ましたが、新町川を守る会や市職員
などが約３万株の花を植えました。

　　　
　ある日「パンどうぶつえん、ほんじつオープン」
と書かれたポスターが町に貼られました。動物
園に入ると、へんてこな地図にクロワッサンの看
板。「メェーメェー」と鳴く声が聞こえて、あた
りは香ばしい甘い香りが漂っています。優しい
タッチで描かれた美味しさの詰まった絵本です。

　　
　
　

　ワンムズは、いつも自分でも気付かない
うちに事件を解決している不思議な名探
偵。ある日、宝石店からダイヤが盗まれ
て…。１冊を通して、次々に事件が起こっ
ては解決していきます。ワンムズが駆け抜
けるまちの様子を同じ角度から眺められる絵本です。

　光輝く鏡によって城へ導かれた７人の子ども
たちは「鍵を見つけたら願いを何でも叶えてや
る」という「オオカミさま」の言葉で鍵を探す
ことに。家にも学校にも居場所がないと思って
いた子どもたちは、城という安心する場所、仲
間たちとの友情で少しずつ本来の自分を取り戻
していきます。苦しくてどうしようもない時、
そっと背中を押してくれる物語です。
[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

●パンどうぶつえん[０～５歳向け]
　Coppe作・絵／教育画劇

●めいたんていワンムズ[小学校低学年向け]
　のはな はるか作・絵／学研

●かがみの孤城[中学・高校生向け]
　辻村 深月著／ポプラ社

PICKUP３

PICKUP2

PICKUP１

Vol.５

第 5 回
ふらっと徳島　歴史と文化財めぐりふらっと徳島　歴史と文化財めぐり

　　錦　竜　水錦　竜　水　　－城下町徳島の命の水－－城下町徳島の命の水－

みに来る人
が絶えない
市民の宝物。
一度、立ち
寄ってみて
はいかがで
しょうか。
※採水する場合は、皆さんが気持
ちよく利用できるようにマナーを
守りましょう。また、飲む際は必
ず煮沸消毒をしてください。

［アクセス方法］西大工町二・三丁目
バス停から徒歩５分※駐車場なし。

［問い合わせ先］徳島城博物館
（(656－2525　 656－2466）

　戦国時代から安土桃山時代にか
けて、全国に城下町が誕生し、そ
の多くは、水運の便を考えて河口
部に設けられました。江戸時代が
始まってしばらくすると、その狙
いは的中し、水上交通によって城
下町は経済発展を遂げました。
　一方で、発展した城下町は海に
近かったため、井戸水の塩気が強
く、飲み水に恵まれなかったとい
う欠点もありました。
　徳島も河口に位置した城下町で
あったため、多くの井戸水は飲料
に適しませんでしたが、江戸時代
に上水道が引かれることはなく、
蛇口から水が出る近代水道の敷設
は大正15年のことでした。

　それでは、江戸時代から大正時
代にかけて、徳島の人々はどこか
ら飲み水を得ていたのでしょう
か。その答えは、錦竜水（きんりょ
うすい）や瑞巌水（ずいがんすい）
など眉山の豊富な湧水群の利用で
した。水売り商人によって湧き水
が運ばれ、良質な地下水が得られ
ない内町、新町、渭東、富田方面
に住む人々の喉を潤しました。
　湧水群の中でも、寺町にある錦
竜水は、城下町開設当時から飲用
水に利用された重要な水源でし
た。そのため、江戸時代前期から
徳島藩が番人を置いて管理すると
ともに、水売り商人を16人に制限
し、厳重に管理しました。

　明治時代になると、ようやく水
桶を積んだ車を引く水屋が自由に
まち中を回って売り歩くことがで
きるようになりました。
　また、徳島城下で最も良質な水
として評価され、明治41年、当
時の皇太子（後の大正天皇）が来県
した際には、その御料水に選ばれ
たほどでした。
　戦後、一度は水脈が途絶えまし
たが、名水阿波錦竜水保存会によ
り復旧工事が行われ、昭和62年
によみがえりました。
　錦竜水は、いまでも毎日水を汲
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水
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192東光寺東光寺

ローソンローソン

新町川新町川

新町橋新町橋

三菱UFJ銀行三菱UFJ銀行

至徳島駅至徳島駅

阿波おどり
会館
阿波おどり
会館

▲錦竜水水汲み場▲錦竜水水汲み場▲錦竜水の水売りの様子（明治時代）▲錦竜水の水売りの様子（明治時代）


