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阿波市の概況 

 

阿波市は、徳島県中央部の吉野川北岸に位置し、阿讃山脈を背に、吉野川を望み、水と緑の豊か

な自然に恵まれた場所です。 

温暖な気候と肥沃な土地に恵まれた農業では、「農産物出荷高が１８品目にわたり県内第１位」

「乳用牛・肉用牛・豚の飼養頭数県内第１位」など、徳島県内でも有数の農業地帯です。 

地元で採れる農産物は、学校給食などにも使用され、地産池消による「食の安心」に取り組むと

ともに、公共施設の耐震化に取り組むなど「安心・安全のまちづくり」を進めています。 

また、豊かな自然に囲まれ、のびのびと子育てができる恵まれた環境に加え、安価な保育料や乳

幼児の医療費助成など、充実した子育て支援も阿波市の魅力です。 

 

●位置と地勢 

・徳島県中央北部の吉野川北岸に位置します。 

・北部には讃岐山脈が連なり、緑豊かな山々を有しています。 

・讃岐山脈を源とする河川が流れ、それぞれに南面傾斜の扇状地を形成しています。 

・東西に開けた平野部は高品質な農産物の産地を形成しています。 

・総面積 191.11 ㎢ 

 

●人口と世帯 （平成２7 年国勢調査） 

・人口は37,202人 年少人口比率11.1％ 老年人口比率33.4％   

・総世帯数13,108 世帯 一世帯当人数2.84 人  

  

【市の花：コスモス】 【市の木：ケヤキ】 【市の鳥：ウグイス】 
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市役所相談窓口 

 

阿波市役所  阿波市市場町切幡字古田２０１番地１ 

【企画総務部】 

・企画総務課・・・行政組織・事務の総合調整・空き家情報・交通に関すること 

場所：阿波市役所 2F 【窓口 No31】 電話：0883-36-8700 

・危機管理課・・・耐震化事業・防災に関すること 

場所：阿波市役所 2F 【窓口 No34】 電話：0883-36-8703 

・秘書人事課（地域情報）・・・ケーブルテレビ等に関すること 

場所：阿波市役所 2F 【窓口 No28】 電話：0883-36-8701 

 

【市民部】 

・市民課・・・住民異動に関すること、出産祝金に関すること 

場所：阿波市役所 1F 【窓口 No4】  電話：0883-36-8710 

・環境衛生課・・・太陽光発電・浄化槽支援に関すること 

場所：阿波市役所 1F 【窓口 No13】 電話：0883-36-8711 

・国保医療課・・・国民健康保険、後期高齢者医療に関すること 

場所：阿波市役所 1F 【窓口 No10】  電話：0883-36-8712 

・税務課・・・市税に関すること 

場所：阿波市役所 1F  

電話：0883-36-8713（市民税・軽自動車税）【窓口No8】 

0883-36-8714（固定資産税）【窓口 No7】 

0883-36-8715（国保税・収納担当）【窓口No9】 

 【健康福祉部】 

・社会福祉課・・・地域福祉、高齢者福祉、生活保護、障がい者福祉に関すること 

場所：阿波市役所 1F 【窓口 No17】  電話：0883-36-6811・6812 

・子育て支援課・・・児童保育、子育て支援に関すること 

場所：阿波市役所 1F 【窓口 No23】  電話：0883-36-6813 

・健康推進課・・・健康づくりに関すること 

場所：阿波市役所 1F 【窓口 No24】  電話：0883-36-6815 

・介護保険課・・・介護保険に関すること 

    場所：阿波市役所１F 【窓口 No20】  電話：0883-3６-6814 

 

【産業経済部】 

・農業振興課・・・農業支援に関すること 

場所：阿波市役所２F 【窓口 No41】  電話：0883-36-8720 
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・農地整備課・・・土地改良事業等に関すること 

   場所：阿波市役所２F 【窓口 No42】  電話：0883-36-8721 

・商工観光課・・・商工、観光に関すること 

場所：阿波市役所２F 【窓口 No43】  電話：0883-36-8722 

 

【建設部】 

・建設課・・・土木事業等に関すること 

   場所：阿波市役所２F 【窓口 No44】 電話：0883-36-8730 

・住宅課・・・市営住宅に関すること 

場所：阿波市役所２F 【窓口 No48】 電話：0883-36-8731 

 

【水道課】 

・水道課・・・水道事業に関すること 

場所：阿波市役所 1F 【窓口 No27】 電話：0883-36-5100 

 

【教育委員会】 

・学校教育課・・・学務・学校保健に関すること 

場所：阿波市役所 2F 【窓口 No38】 電話：0883-36-8741 

・社会教育課・・・社会教育・生涯学習、体育・文化振興に関すること 

    場所：阿波市役所２F 【窓口 No37】 電話：0883-36-8742 

 

【農業委員会】 

・農業委員会事務局・・・農地に関すること 

場所：阿波市役所 2F 【窓口 No39】 電話：0883-36-8751 

 

阿波支所  阿波市阿波町東原 173 番地 

【市民部】 

・地域課・・・市民窓口・地域づくりに関すること 

    場所：阿波支所   電話：0883-35-3939 

 

土成支所  阿波市土成町土成字丸山 10 番地 

【市民部】 

・地域課・・・市民窓口・地域づくりに関すること 

    場所：土成支所   電話：088-695-2311 

 

吉野支所  阿波市吉野町西条字大西 53 番地 1 

【市民部】 

・地域課・・・市民窓口・地域づくりに関すること 

    場所：吉野支所   電話：088-696-3964 
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移住支援事業 

 

Ⅰ 住む場所の確保 

 

◆住宅取得の促進 

事業名 担当課 事業内容 

住宅用太陽光発電システム 

設置費補助事業 
環境衛生課 

太陽光発電システム設置費用の一部を助成します。 

公称最大出力 1KW あたり 2 万円とし上限 10万円 

浄化槽設置整備事業 環境衛生課 

浄化槽の設置費用の一部を助成します。 

新設 5～10 人槽 60 千円  

転換 5 人槽 432千円 転換 7 人槽 514 千円 

転換 10人槽 648千円（転換補助金１０万円含む） 

阿波市木造住宅建築推進事業 農地整備課 

市内業者を利用し、市産材及び県産材を用いて木造住

宅を新築する方（市内に居住・居住予定）を対象に１

坪当たり 10,000円（上限 50 万円）の補助金を交付

します。 

相談窓口 13.環境衛生課 電話：0883-36-8711 

       42.農地整備課 電話：0883-36-8721 

 

◆住宅の供給 

事業名 担当課 事業内容 

空き家登録制度 企画総務課 

空き家登録制度の充実を図り、市内の空き家の紹介を

行います。 

阿波市HP 「空き家」で検索 

住まいの安全・安心なリフォー

ム支援事業補助金 
危機管理課 

木造住宅の耐震改修工事等とともに行う省エネルギー

化およびバリアフリー化に資するリフォーム工事につ

いて補助（リフォームのみは不可）を行います。 

（上限 60 万円） 

耐震診断・耐震改修工事 

・住替え・耐震シェルター設置

補助事業 

危機管理課 
阿波市に移住が決定している場合、H１２以前の住宅

であれば、耐震診断・耐震改修等の補助を行います。 

阿波市定住促進リフォーム補

助金交付事業 
住宅課 

定住人口の維持・増加及び地域経済の活性化を図るた

め、市民が市内の施工業者を利用して、個人のリフォ

ームを行う場合に補助金を交付します。 

地域住宅支援事業 住宅課 
市内に住所又は勤務地を有する人で、現在住宅に困窮

している方へ市営住宅を供給します。 

相談窓口 31.企画総務課 電話：0883-36-8700 

  34.危機管理課 電話：0883-36-8703 

48.住宅課    電話：0883-36-8731 
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Ⅱ 働く場所の確保 

 

◆若者の地元定着促進 

事業名 担当課 事業内容 

勤労青少年ホーム事業 
社会教育課 

公 民 館 

勤労青少年の各種相談・指導・講習会・レクリエーシ

ョン事業を行います。 

相談窓口 37.社会教育課  電話：0883-36-8742 

市場公民館 電話：0883-36-6464 

 

◆起業化、新産業創出支援 

事業名 担当課 事業内容 

農業次世代人材投資事業 農業振興課 
新たに農業を開始した農業者に対し、資金を交付しま

す。 

相談窓口 40.農業振興課  電話：0883-36-8720 

 

※起業支援については P１８「移住 Q＆A よくある質問」をご参照ください。 

 

 

◆阿波市内の求人情報 

名 称 住所 電話番号 

ハローワーク吉野川 徳島県吉野川市鴨島町鴨島 388‐27 0883-24-2166 

ハローワーク美馬 徳島県美馬市脇町大字猪尻字東分 5 0883-52-8609 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jobstock.jp/hellowork/hw_461.htm
http://www.jobstock.jp/hellowork/hw_459.htm
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Ⅲ 暮らしやすい生活条件の確保 

 

◆子育て支援の充実      

事業名 担当課 事業内容 

保育所保育事業 子育て支援課 
保育認定をうけた乳幼児を保護者の委託を受けて保

育を行います。 

認定こども園教育保育事業 子育て支援課 
教育認定または保育認定を受けた保護者の委託をう

けて教育・保育を行います。 

放課後児童健全育成事業 

（放課後児童クラブ） 
子育て支援課 

保護者が昼間家庭にいない小学校に就学している児

童に対し、適切な遊び及び生活の場を提供し健全な育

成を図ります。 

児童手当支給業務 子育て支援課 
中学校修了までの児童を養育する者に対し児童手当

を支給します。 

児童扶養手当支給業務 子育て支援課 
父又は母と生計を同じくしていない児童を監護・養育

している者に対し児童扶養手当を支給します。 

あわっ子はぐぐみ 

医療費助成事業 
子育て支援課 

中学卒業までの児童が、病気やけがで入通院したと

き、医療費のうち保険診療の自己負担分を助成しま

す。助成を受けるには、「あわっ子はぐぐみ医療費受

給者証」が必要です。 

子育て支援センター事業 子育て支援課 
子育て中の親子(主に 3歳以下)の交流と育児相談等を

行います。 

ファミリー・サポート・センタ

ー事業 
子育て支援課 

地域の人材を活用したファミリー・サポート・センタ

ーを設置し、子どもの預かり援助活動を実施します。 

子育て応援ヘルパー派遣事業 子育て支援課 
妊産婦が安心して出産・育児できるよう、家事援助や

育児援助を行います。 

チャイルドシート購入補助金 企画総務課 
６歳未満の乳幼児を対象に、5,000 円を上限に１/２

の補助を行います。 

相談窓口 31.企画総務課   電話：0883-36-8700 

23.子育て支援課  電話：0883-36-6813 

 

◆高齢者施策の充実 

事業名 担当課 事業内容 

入浴助成券交付事業 社会福祉課 
高齢者及び身体障害者に入浴助成券を交付すること

により社会福祉の増進に寄与します。 

長寿祝金交付事業 社会福祉課 
高齢者に対し長寿祝金を支給し敬老思想の高揚を図

り、高齢者福祉の増進に寄与します。 

相談窓口 17.社会福祉課   電話：0883-36-6811 

 

◆少子化対策 

事業名 担当課 事業内容 

出産祝金支給事業 市 民 課 
出産を祝福し新生児の将来における健全な家族構成

及び阿波市の人口増に伴う活性化に寄与します。 

不妊症治療費助成事業 健康推進課 
子どもを望む夫婦の不妊治療に係る経費の助成を行

い、経済的負担の軽減を図ります。 

相談窓口 4.市民課     電話：0883-36-8710 

24.健康推進課   電話：0883-36-6815 



- 7 - 

 

◆学校教育の充実 

事業名 担当課 事業内容 

小学校英語活動事業 学校教育課 

小学校から英語活動を通じて外国の生活や文化など

になれ親しみ、積極的にコミュニケーションを図ろう

とする態度を育みます。 

幼稚園午後保育事業 学校教育課 

保護者の子育てを支援するために、保護者の就労等の

理由により家庭での保育が困難である幼稚園児に対

し、降園時間後等に預かり保育を行います。 

外国青年招致事業 学校教育課 
外国人英語講師による小・中学校の英語教育を通じて

国際理解教育の推進を図ります。 

特別支援教育事業 学校教育課 

障害により特別な支援を必要とする子供達の生活や

学習上の困難を改善・克服するため、適切な指導及び

必要な支援を行います。 

就学援助制度 学校教育課 

経済的な理由によって、小・中学校への就学が困難な

子供の保護者に対して、学用品費、給食費などの経費

の一部を援助する制度を設けています。 

奨学金貸与制度 学校教育課 

向上心旺盛な生徒であって、家庭の経済的理由のため

に高校、大学などへの進学が困難な方に奨学金を貸与

しています。 

相談窓口 38.学校教育課  電話：0883-36-8741 

 

◆保健・医療の充実 

事業名 担当課 事業内容 

健康推進事業 健康推進課 
各種がん検診、肝炎ウイルス検査、フレッシュ健診、

健康診査、歯周疾患検診の実施 

予防接種事業 健康推進課 

各種予防接種の実施【Ｂ型肝炎・Ｈｉｂ・小児の肺炎

球菌・四種混合・不活化ポリオ・BCG・麻疹風疹混合・

水痘・日本脳炎・二種混合・ヒトパピローマウイルス

感染症（子宮頸がん）・高齢者の肺炎球菌・高齢者の

インフルエンザ】 

母子保健事業 健康推進課 
妊産婦・新生児・乳幼児訪問、マタニティクラス、乳

幼児健康診査の実施他 

特定健診・特定保健事業 
国保医療課 

健康推進課 
特定健診・特定保健指導の実施 

相談窓口 24.健康推進課  電話：0883-36-6815 

          10.国保医療課  電話：0883-36-8712 

 

◆生活基盤の充実 

事業名 担当課 事業内容 

水道事業 水 道 課 水道施設管理、水道料金に関すること。 

相談窓口 17.水道課    電話：0883-36-5100 
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引越しに伴う手続き 

 

Ⅰ 住民異動の届出 

 

届出の提出先及び問い合わせ先 

  相談窓口  4.市民課 阿波市役所１階 電話：0883-36-8710 

地域課 阿波支所     電話：0883-35-3939 

地域課 土成支所     電話：088-695-2311 

地域課 吉野支所     電話：088-696-3964 

 

●届出に必要なもの 

届出書類 
だれが 

（届出人） 

いつまでに 

（届出期間） 

どこへ 

（届出の場所） 
届出に必要なもの 

転入届 

（他の市町村から 

阿波市へ） 

本人か世帯員 
阿波市に来た日

から 14 日以内 

市民課または

各支所地域課 

・運転免許証等の身分証明書 

・届出人の印鑑 

・転出証明書（前住所地の市区町村長が 

発行したもの） 

・国民年金手帳（加入者のみ） 

・介護保険受給資格証明書（該当者のみ） 

・通知カードまたは個人番号カード 

転居届 

（阿波市内で変更） 
本人か世帯員 

転居した日から

14 日以内 

市民課または

各支所地域課 

・運転免許証等の身分証明書 

・届出人の印鑑 

・国民年金手帳（加入者のみ） 

・国民健康保険被保険者証（加入者のみ） 

・通知カードまたは個人番号カード 

転出届 

（阿波市から 

他の市町村へ） 

本人か世帯員 
阿波市外へ住所

を移す日までに 

市民課または

各支所地域課 

・運転免許証等の身分証明書 

・届出人の印鑑 

・印鑑登録証（登録者のみ） 

・国民健康保険被保険者証（加入者のみ） 

※ すべての住民異動届に本人確認が必要となります。運転免許証等、官公署発行の身分証明書（写真付き）をお持 

ちください。 

※ 代理の方が届出をされるときは、委任状（異動用）が必要になる場合があります。 

※ 外国人の方は、在留カードをお持ちください。 

※ この他に、世帯主変更届、世帯分離届、世帯合併届などがあります。これらの届出については、市民課または各 

支所地域課までお問い合わせください。 

※ 持参していただく書類などは、個人により異なる場合があります。 

 

  

http://www.city.awa.lg.jp/docs/2011040400123/files/ininnzyouidouyou4.pdf
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Ⅱ 国民健康保険の届出 

職場の健康保険などに加入している方や生活保護を受けている方以外は、必ず国民健康保険に加入し

なければなりません。 

 

◆主な届出 

国民健康保険に加入するとき、もしくは脱退するときは、14日以内に届出をしてください。 

これらの届出は、国保医療課、または各支所地域課でも受け付けます。 

届出の提出先及び問い合わせ先 

相談窓口：10.国保医療課  阿波市役所１階 電話：0883-36-8712 

     4.市民課    阿波市役所１階 電話：0883-36-8710 

地域課    阿波支所    電話：0883-35-3939 

地域課    土成支所    電話：088-695-2311 

地域課    吉野支所    電話：088-696-3964 

 

このようなとき 必要なもの 

国民健康保険に加入するとき 

他の市町村から転入したとき 

・印鑑・通知カードまたは個人番号カード 

・転出証明書 

※転入手続きをしてください。 

職場の健康保険をやめたとき 
・印鑑・通知カードまたは個人番号カード 

・職場の健康保険をやめた旨の証明書 

子どもが生まれたとき 
・印鑑・通知カードまたは個人番号カード 

・国民健康保険被保険者証 

生活保護を受けなくなったとき 
・印鑑・通知カードまたは個人番号カード 

・保護廃止決定通知書 

外国籍の人が加入するとき 
・印鑑・通知カードまたは個人番号カード 

・在留カードなど 

国民健康保険を脱退するとき 

他の市町村へ転出するとき 
・印鑑・通知カードまたは個人番号カード 

・国民健康保険被保険者証 

職場の健康保険に加入したとき 

・印鑑・通知カードまたは個人番号カード 

・国民健康保険被保険者証 

・加入した健康保険の保険証 

生活保護を受けるようになったとき 

・印鑑・通知カードまたは個人番号カード 

・国民健康保険被保険者証 

・保護開始決定通知書 

死亡したとき 
・印鑑・通知カードまたは個人番号カード 

・国民健康保険被保険者証 

外国籍の人が脱退するとき 
・印鑑・通知カードまたは個人番号カード 

・国民健康保険被保険者証 

その他のとき 

住所、氏名、世帯主が変わったとき 
・印鑑・通知カードまたは個人番号カード 

・国民健康保険被保険者証 

世帯を分けたとき 

世帯を一緒にしたとき 

・印鑑・通知カードまたは個人番号カード 

・国民健康保険被保険者証 

国民健康保険被保険者証を紛失したとき 

・印鑑・通知カードまたは個人番号カード 

・本人確認ができるもの（運転免許証など）

（世帯主、本人以外の人が申請する場合は、

世帯主の委任状、代理人の本人確認ができ

るもの、代理人の印鑑） 

修学のため、他の市町村へ転出するとき 

・印鑑・通知カードまたは個人番号カード 

・国民健康保険被保険者証 

・在学証明書 

※ すべての届出に本人確認が必要となります。運転免許証等、官公署発行の身分証明書（写真付き）をお持ちください。 
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Ⅲ 転校等の手続き 

 

届出の提出先及び問い合わせ先 

◆小・中学校 

市外からの転入や市内転居で、市民課または支所地域課に異動届けを出した後、転入学届を入学校へ

転校用書類（在学証明書・教科用図書給与証明書）と一緒に提出してください。 

  相談窓口 38.学校教育課 阿波市役所 2 階 電話：0883-36-8741 

 

●阿波市立小学校・中学校 

施 設 名 場  所 電話番号 

一条小学校 阿波市吉野町西条字岡ノ川原 135 088-696-2084 

柿原小学校 阿波市吉野町柿原字ヒロナカ 256-1 088-696-2209 

御所小学校 阿波市土成町宮川内字広坪 89 088-695-2004 

土成小学校 阿波市土成町成当 1203-1 088-695-3064 

八幡小学校 阿波市市場町大野島字稲荷 138-1 0883-36-3011 

市場小学校 阿波市市場町市場字上野段 670 0883-36-2019 

大俣小学校 阿波市市場町上喜来字西原 200 0883-36-2158 

久勝小学校 阿波市阿波町森沢 28 0883-35-2136 

伊沢小学校 阿波市阿波町南柴生 172 0883-35-2034 

林小学校 阿波市阿波町東整理 155-1 0883-35-2039 

吉野中学校 阿波市吉野町西条字大西 4-1 088-696-2039 

土成中学校 阿波市土成町吉田字一本松の二 42 088-695-2008 

市場中学校 阿波市市場町市場字上野段 6-3 0883-36-2046 

阿波中学校 阿波市阿波町東原 230-1 0883-35-2040 

 

http://www.tcu.or.jp/syougakkou/yoshino/ichijyo/
http://e-school.e-tokushima.or.jp/awa/es/kakihara/html/htdocs/?page_id=16
http://www.tcu.or.jp/syougakkou/donari/gosyo/
http://e-school.e-tokushima.or.jp/awa/es/donari/html/htdocs/index.php?page_id=0
http://www.tcu.or.jp/syougakkou/ichiba/yawata/
http://www.tcu.or.jp/syougakkou/ichiba/ichiba/
http://e-school.e-tokushima.or.jp/awa/es/oomata/html/htdocs/index.php?page_id=0
http://e-school.e-tokushima.or.jp/awa/es/hisakatsu/html/htdocs/index.php?page_id=0
http://e-school.e-tokushima.or.jp/awa/es/isawa/html/htdocs/?page_id=13
http://e-school.e-tokushima.or.jp/awa/es/hayashi/html/htdocs/?page_id=13
http://www.tcu.or.jp/jhighschool/yoshino/
http://www.tcu.or.jp/jhighschool/donari/
http://www.tcu.or.jp/jhighschool/ichiba/
http://www.tcu.or.jp/jhighschool/awa/
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◆保育所 

４月に新規に入所希望の方は、前年 11 月上旬ごろに入所受付をします。施設の空き状況により年度

途中の申し込みもできますので、子育て支援課または最寄りの保育所にご相談ください。 

 相談窓口 23.子育て支援課 阿波市役所 1階 電話：0883-36-6813 

 

●阿波市立保育所 

 

保育所名 

(電話番号) 
場  所 

受入年齢 

(認定区分) 

定員 

(人) 

柿原保育所 

(088-696-2528) 
吉野町柿原字ヒロナカ 225 番地 1 

８ヶ月～２歳児 (３号) 

３歳児     (２号) 
60 

市場保育所 
(0883-36-3073) 

市場町市場字上野段 664 番地 
８ヶ月～２歳児 (３号) 

３歳児     (２号) 
80 

大俣保育所 

(0883-36-2809) 

市場町上喜来字窪二俣 

1781 番地 3 

８ヶ月～２歳児 (３号) 

３歳児     (２号) 
60 

伊沢保育所 

(0883-35-3866) 
阿波町南柴生 168番地 

８ヶ月～２歳児 (３号) 

３歳児     (２号) 

４歳児  (１号・2 号) 

120 

林保育所 

(0883-35-5047) 
阿波町東整理 121番地 1 

８ヶ月～２歳児 (３号) 

３歳児     (２号) 

４歳児  (１号・2 号) 

120 

久勝保育所 
(0883-35-5086) 

(かもめ体育保育園が

指定管理) 

阿波町野神 93 番地 

６ヶ月～２歳児 (３号) 

３歳児     (２号) 

４歳児  (１号・2 号) 

120 

 

●一時保育事業（有料） 保護者が一時的に保育できないお子さんをお預かりします。ただし、施設の

空き状況によってはお断りする場合があります。 

●１号認定の３歳児は、認定こども園のみで受け入れを行います。 
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◆認定こども園 

 ４月に新規に入園希望の方は、前年 11 月上旬ごろに入園受付をします。施設の空き状況により年

度途中の申し込みもできますので、子育て支援課または最寄りの認定こども園にご相談ください。 

 相談窓口 23.子育て支援課 阿波市役所 1階 電話：0883-36-6813 

 

●幼保連携型認定こども園 

 

施 設 名 

(電話番号) 
場  所 

受入年齢 

(認定区分) 

定員 

(人) 

通園区域 

(4・５歳児) 

幼保連携型一条 

認定こども園 

(088-696-3837) 

(088-696-3046) 

吉野町西条字 

岡ノ川原 134番地 1 

８ヶ月～２歳児 (３号) 

３～5歳児（1号・2 号） 
180 一条小学校区 

幼保連携型土成中央 

認定こども園 

(088-637-8881) 

(088-695-5681) 

土成町吉田字 

山の神２３番地 1 

８ヶ月～２歳児 (３号) 

３～5歳児（1号・2 号） 

 

250 
御所小学校区 

土成小学校区 

幼保連携型八幡 

認定こども園 

(0883-36-3288) 

(0883-36-2810) 

市場町大野島 

字稲荷 179 番地 

８ヶ月～２歳児 (３号) 

３～5歳児（1号・2 号） 
160 八幡小学校区 
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◆幼稚園 

 ４月に新規に入園希望の方は、前年 11 月上旬ごろに入園受付をします。市立幼稚園の入園・転入園

については、学校教育課または入園・転入園を希望する市立幼稚園へお問い合わせください。 

相談窓口 38.学校教育課 阿波市役所 2階 電話：0883-36-8741 

 

●阿波市立幼稚園 

 

幼 稚 園 

(電話番号) 
住  所 

受入年齢 

(認定区分) 
通園区分 

柿原幼稚園 
(088-696-3838) 

吉野町柿原字ヒロナカ256番地1 
４歳児 (１号・２号) 

５歳児 (１号・２号) 
柿原小学校区 

市場幼稚園 
(0883-36-3441) 

市場町市場字上野段６７６番地 
４歳児 (１号・２号) 

５歳児 (１号・２号) 
市場小学校 

大俣幼稚園 
(0883-36-5565) 

市場町大俣字行峰２５５番地 4 
４歳児 (１号・２号) 

５歳児 (１号・２号) 
大俣小学校区 

久勝幼稚園 
(0883-35-5087) 

阿波町森沢２４番地 1 ５歳児 (１号・２号) 久勝小学校区 

伊沢幼稚園 

(0883-35-3849) 
阿波町南柴生８３番地 1 ５歳児 (１号・２号) 伊沢小学校区 

林幼稚園 

(0883-35-5046) 
阿波町東整理１５５番地 1 ５歳児 (１号・２号) 林小学校区 

 

●幼稚園の土曜日保育については、集中預かり(一条認定こども園・土成中央認定こども園・八幡認定こ

ども園・伊沢幼稚園の４施設)をします。 

 

◆阿波市認定区分と利用可能な時間 

 

年齢 保育の必要性 認定区分 利用可能な時間 

満３歳以上 

(3・4・5 歳) 

なし １号認定 教育標準時間(４時間) 

あり ２号認定 

保育標準時間(１１時間) 

保育短時間(８時間) 

満３歳未満 

(０・１・２歳) 
あり ３号認定 

保育標準時間(１１時間) 

保育短時間(８時間) 
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Ⅳ 妊娠・出産の手続き 

 妊娠したら・・・ 

●妊娠届出書を提出していただきます。 

必要なもの：印鑑（※出産予定日、妊娠週数、かかりつけ医、現在の体調等を記入する欄があります。） 

手続き：健康推進課・地域課（阿波支所・土成支所・吉野支所） 

●母子健康手帳の交付  

母子手帳は、妊娠中の母子の健康状態やお子さまの健康・予防接種や成長の大切な記録となります。 

●妊婦一般健康診査（医療機関委託） 

 妊娠届時に、県内委託医療機関において健診が受けられる受診票を 14枚交付します。 

相談窓口 24.健康推進課 阿波市役所 1階 電話：0883-36-6815 

赤ちゃんが生まれたら・・・ 

●出生した日から 14日以内に出生届を提出してください。 

手続きの種類 内 容 必要なもの どこで 

出生届 
出生した日から 14 日以内に 

提出してください。 

・出生届出書 

・届出人の印鑑 

・母子健康手帳 

相談窓口 4.市民課 

電話：0883-36-8710 

・各支所地域課 

・本籍地・届出人の所在地 

・出生地の市町村 

出産祝金 

阿波市内に出産日前 6 ケ月以

上居住し、出産後 3 ケ月以上居

住する意思のある方 

1 子目・・・３万円 

2 子目・・・5 万円 

3 子目・・・10 万円 

4 子目以降・・・20 万円 

・出産された方の印鑑 

・出産された方の預金通帳 

相談窓口 4.市民課 

電話：0883-36-8710 

・各支所地域課 

出生育児一時金 

国保加入者のみ 

直接支払制度を利用し、出産育

児一時金が出産費用を上回っ

た場合の差額や、同制度を利用

しなかった場合に支給されま

す。 

・直接支払制度合意文書・保険

証・印鑑・預金通帳・領収書・通

知カードまたは個人番号カード 

相談窓口 10.国保医療課 

電話：0883-36-8712 

・各支所地域課 

児童手当 
中学校修了までの児童を養育 

している方に支給 

・印鑑 

・請求者の健康保険証 

・請求者の通帳・通知カードまた

は個人番号カード 

・1 月 2 日以降転入した方につ

いては前住所の所得課税証明書 

相談窓口 23.子育て支援

課 

電話：0883-36-6813 

・各支所地域課 

あわっ子はぐくみ

医療 
中学校修了の 3 月末日までの

医療費を助成 

・印鑑 ・お子さまの名前の入っ

た健康保険証・通知カードまたは

個人番号カード 

・1 月 2 日以降転入した方につ

いては前住所の所得課税証明書 

相談窓口 23.子育て支援

課 

電話：0883-36-6813 

・各支所地域課 

乳児一般健康診査

受診票 

1 歳のお誕生日の前日まで、県

内医療機関で乳児の健康診査

が無料で 2 回受診できます。 

・出生届を提出後交付 

相談窓口 24.健康推進課 

電話：0883-36-6815 

・各支所地域課 

予防接種 予防接種予診票を交付 ・出生届を提出後交付 

相談窓口 24.健康推進課 

電話：0883-36-6815 

・各支所地域課 

チャイルドシート

購入補助 

チャイルドシートを購入した

場合費用の一部を助成 

購入費の 1/2 とし、5,000 円

を限度 

・印鑑 

・チャイルドシート購入補助交付

申請書 

・購入先の領収書 

相談窓口 31.企画総務課 

電話：0883-36-8700 

・各支所地域課 
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Ⅴ 水道・ケーブルテレビ加入手続き 

 

届出の提出先及び問い合わせ先 

◆上水道 

 加入申込書を水道課へ提出していただきます。 

 新たに水道を引く場合は、工事を依頼する水道施工業者（指定給水装置工事事業者）にご相談してい

ただき、申請を行ってください。 

 

相談窓口 27.水道課 阿波市役所 1階 電話：0883-36-5100 

 

  阿波市水道お客様センター （委託先）株式会社ジェネッツ 中・四国支店 

  電話：0883-36-5142  FAX：0883-36-5145 

   

主な業務 

  ・水道の名義変更（所有者・使用者）や使用開始・中止等の受付業務 

  ・水道料金の収納業務 

  ・水道メーターの検針および水道料金の算定業務 

  ・納入通知書等の作成発送業務 

 

◆ケーブルテレビ 

 

 加入申込書を阿波市ケーブルネットワークへ提出していただきます。 

一般加入の場合、基本使用料（月額）1,540 円で、デジタル放送（地上波デジタル、ＢＳデジタル 110°、

110 度ＣＳデジタル放送）、FM 放送が視聴できます。 

・音声告知器放送サービス 緊急時の一斉放送や、行政からのお知らせなどを各戸に放送します。 

阿波市ケーブルネットワーク 

徳島県阿波市土成町土成字丸山 1 番地 1（土成支所前） 電話：088-695-5350 

                        

 

  

http://www.awacity-acn.jp/cgi-bin/index.cgi
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観光案内 

■観光地 

天下の奇勝「阿波の土柱」 

 悠久の時の流れが生み出した大地の芸術「阿波の土柱」。風雨の浸食で削り取られてできた断崖の連続

は、圧倒的な景観美を誇っています。 

 

 

 

 

 金清自然公園 

山に囲まれた自然公園。周辺には「ため池百選」に選ばれた金清池があり、春は新緑、秋は紅葉、

四季折々の美しい風景が楽しめます。 

 

 

 

 

 

 

 

 宮川内ダム公園 

宮川内ダムは治水、灌漑を目的として 1964（昭和 39）年にできた人造湖で、春は桜や新緑、

秋は紅葉と四季折々に周辺の山々の姿を湖面に映し出し、美しい風景を生み出しています。 

 

 

 

 

 

 

 

柿原堰 

四国三郎「吉野川」を横断する柿原堰は 1907（明治４０）年に仮堰として造られ、大正期に今

の形となりました。夕暮れに赤く染まる川面、鮎釣りをしているカンドリ船が浮かぶ姿は、市の誇

る風景です。 
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■四国八十八ヶ所霊場 

 

7 番札所 十楽寺 

【所在地：阿波市土成町高尾字法教田 58番地】 

龍宮城を彷彿とさせる朱塗りの鐘楼門が特徴的 

 

 

８番札所 熊谷寺 

【所在地：阿波市土成町土成字前田 185 番地】 

桜並木の参道から続く仁王門がシンボル 

 

 

９番札所 法輪寺 

【所在地：阿波市土成町土成字田中 198 番地 2】 

広々とした田園風景の中にある法輪寺 

 

 

１０番札所 切幡寺 

【所在地： 阿波市市場町切幡字観音 129 番地】 

空海とはた織り女の伝説でも知られる切幡寺 

 

 

■温泉施設 

天然温泉 御所の郷  阿波市土成町吉田字梨木原１番地 

営業時間 午前 10:00～午後 11:00（最終受付午後 10:00） 

定休日 第４水曜日   電話 088-695-4615  

 

阿波土柱の湯  阿波町北正広 205 番地 1 

営業時間 午前 10:00～午後 10:00（最終受付午後 9:30） 

定休日 毎週木曜日  電話 0883-35-5471 

 

 

■（一社）阿波市観光協会 

阿波市阿波町東原 173番地  

阿波農村環境改善センター１F  電話・FAX：0883-35-4211 

                    

 

阿波市観光協会マスコットキャラクター「あわみちゃん」 

http://www.goshonosato.com/
http://www.awa-kankou.jp/
http://www.awa-kankou.jp/kanko/item.cgi?Id=35
http://www.awa-kankou.jp/kanko/item.cgi?Id=87
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移住 Q&A よくある質問 

 

窓口において寄せられたご質問の中から、多いものを選択しました。 

 

Q：移住について、どこに相談すればいいですか？ 

A: 阿波市移住交流支援センターでは、県外からの移住経験者が自身の移住経験を活かして、移住を希望 

される方のご相談にのっています。阿波市に移住をお考えの方、まずは「阿波市移住交流支援センター」

までお問い合わせください。 

  阿波市移住交流支援センター（阿波市観光協会内） 

 〒771-1703 徳島県阿波市阿波町東原 173 番地 

 電話・FAX：0883-35-4211 

 E-mail：info@awa-kankou.jp 

ＨＰ:http://www .city.awa.lg.jp/docs/2012062800014/ 

 

Q：公共交通機関について教えてください？ また、自家用車は必要ですか？ 

Ａ：阿波市内には一部のバス路線しか整っていません。都会に比べて公共交通機関が整っていない為、

家庭における自家用車の必要性が高い土地柄です。 

  阿波市企画総務部 企画総務課  電話：0883-36-8700  阿波市内を通る交通機関 

 

Q：住宅を探しています、市営住宅に入るにはどうすればいいですか？ 

Ａ：市営住宅については期間を定め募集を行っています。 

詳しい手続き等は下記までご相談ください。 

 阿波市建設部 住宅課 電話：0883-36-8731   

 

Q：阿波市で農業を始めたいのですがどうすればいいですか？ 

Ａ：農地、事業計画や資金、などについて詳しく検討されるには、次のいずれかにご相談ください。 

徳島市かちどき橋１丁目４１番地  徳島県林業センター4階  

徳島県農業会議   電話：088−678−5611   徳島県新規就農相談センター  

 ■（公財）徳島県農業開発公社   電話：088−621−3083 

 ■阿波市産業経済部 農業振興課  電話：0883-36-8720 

 ■阿波市農業委員会事務局     電話：0883-36-8751 

 

Q：阿波市で起業したいのですがどうすればいいですか？ 

Ａ：創業支援に関するワンストップ相談窓口を設け、商工会や創業支援事業者等と連携し、様々な創業

時の相談・課題等に対する相談対応を行っています。 

  阿波市産業経済部 商工観光課  電話：0883-36-87２２ 

-1５- 

http://www.awa-kankou.jp/
http://awamail.city.awa.lg.jp/_admin/gw/webmail/INBOX/mails/new?to=info%40awa-kankou.jp
http://www.city.awa.lg.jp/docs/2011040100580/
http://www.tokukaigi.or.jp/
http://www.tokukaigi.or.jp/nf/
http://www.tokukaigi.or.jp/kousya/


 

 

 

 

 

 

 

 

市 民 憲 章 

 

わたしたちは、阿讃山脈と吉野川に囲まれた豊かな自然、輝かしい歴史や伝統に培われたこのまち

に生きる喜びと誇りをもち、「あすに向かって人の花咲くやすらぎ空間・阿波市」の創造をめざして

この憲章を定めます。 

 

１ 気持ちのよいあいさつをし、笑顔いっぱいのまちをつくります。 

１ 自然や公共物を大切にし、清潔で美しいまちをつくります。 

１ だれにも親切にし、優しさのあふれるまちをつくります。 

１ 元気いっぱい仕事に励み、人が輝くまちをつくります。 

１ 趣味や特技を磨き教養を深め、心豊かな文化のまちをつくります。 

 

 

 

 

 

～あすに向かって人の花咲くやすらぎと感動の郷土・阿波市～ 

 

 

〒771-1695 徳島県阿波市市場町切幡字古田２０１番地１ 

阿波市役所 企画総務部 企画総務課 

ＴＥＬ：0883-36-8707 

ＦＡＸ：0883-36-8760 

e-mail：kikaku@awa.i-tokushima.jp 

 

おおお問問問いいい合合合わわわせせせ先先先   

http://www.city.awa.lg.jp 

http://www.city.awa.lg.jp/

