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市政出前講座

　
　市民の皆さんや団体からの要望に応じて、
市の施策や事業、施設などを説明する「市政
出前講座」を実施しています。地域や、職場
などのグループで気軽に申し込んでください。

【問合先】市長公室☎内線2415

市民と市長のふれあいトーク

　市民の皆さんと市長が、宇和島のこれから
について意見交換を行います。
【と　き】

▼  ６月19日㈬ 午前10時～午後３時 津島支所

▼  ６月21日㈮ 午前10時～午後３時 宇和海支所
※ １回30分程度（予約制）。
【対　象】市長と意見交換を行いたいグループ・
団体（おおむね10人まで）など
※ 政治、宗教または営利目的とするものは対
象外です。

【申　込】開催日の５日前までに、申込書を市
長公室政策調整係または各支所総務係に郵送、
ＦＡＸ、Ｅメールまたは持参してください。
※ 申込書は、市長公室、各支所で配布するほか、
市ホームページからダウンロードできます。

【申込・問合先】〒798 - 8601宇和島市曙町１
番地 市長公室政策調整係☎内線2403  24 -
1121  hisho@city.uwajima.lg.jp

福祉手当・子育てサービスの更新

　対象者には通知文を送付します。期限内（土
日を除く午前９時～午後５時）に必ず更新手
続きをしてください。

■ひとり親家庭医療費受給者証

【と　き】６月13日㈭～ 19日㈬ 
【申請・問合先】福祉課児童福祉係

☎内線2147または各支所福祉環境係

■重度心身障害者医療費受給者証

【と　き】６月17日㈪～ 28日㈮ 
【申請・問合先】福祉課障害福祉係

☎内線2150または各支所福祉環境係

■ 児童手当現況届

【と　き】６月20日㈭～ 28日㈮ 
【問合先】福祉課児童福祉係

☎内線3124または各支所福祉環境係

テーマ 申込・問合先

防災出前講座 危機管理課☎内線2030

男女共同参画出前講座 企画情報課☎内線2236

消費生活センター出前講座 企画情報課☎内線2276

ダンボールコンポスト出

張講座
生活環境課☎内線2231

介護予防教室、認知症サ

ポーター養成講座

高齢者福祉課地域包括

支援センター☎内線2165

健康づくり出前講座 保険健康課☎49 - 7021

企業内人権 ･同和教育研

修､ 公民館人権講座
人権啓発課☎内線2767

教育支援制度

■市奨学生

　高校、大学などに進学希望または
在学している学生の修学金を貸与し
ます（支度金については対象外）。
【金　額】

▼高校・高専学校：15,000円／月

▼大学・短大・専門学校：30,000円／月
【申込・問合先】６月17日㈪～７月５日㈮の間
に各学校長または教育総務課☎49 - 7030

■奨学金返済支援事業

　新規就業者などの奨学金返済金の
一部を最大５年間補助します（毎年
申請が必要）。制度の適用には条件があります。
【金　額】交付申請年度の前年度奨学金返済額
×２／３（上限20万円／年）
【申込・問合先】６月17日㈪～令和２年３月31
日㈫の間に教育総務課☎49 - 7030
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国民年金の手続き

　20 ～ 59歳でほかの年金制度に加入していな
い人は国民年金への加入手続きが必要です。
【対　象】

▼  会社を退職した、または会社などに勤めて
いない（学生を含む）20～ 59歳

▼  被扶養配偶者で、被保険者が会社を退職・
転職した人

▼加入者の住所・氏名が変わったときなど
【申請・問合先】市民課国民年金係

☎内線2133または宇和島年金事務所
☎22 - 5440

農業経営所得安定対策

　水稲からの作付転換を促すことを目的に、
農家の経営所得安定対策を行います。
【対　象】販売農家または集落営農
【対象作物】米、麦、大豆、テン菜、でん粉原
料用バレイショ、ソバ、ナタネ
※ 水田に作付する飼料用米、米粉用米、ＷＣ
Ｓ用稲、加工用米、飼料作物、転作作物（きゅ
うり、かぼちゃなどの野菜）も対象になり
ます。

【申込・問合先】６月28日㈮までに
農林課中山間対策係☎内線2813

老朽危険空屋除去費用の一部補助

　
　老朽化などにより放置すれば倒壊につなが
るおそれがある空家の除却費用を補助します。
【金　額】補助対象経費の５分の４以内（上限
80万円）
【募集戸数】15件（予定）
※緊急性の高いものから補助を行います。
【申　込】６月３日㈪～７月５日㈮の間に事前
申請書を提出してください。
【申込・問合先】建築住宅課☎内線

2617・2670

市ＮＰＯ登録制度

　ボランティアグループ・ＮＰＯ法人の皆さ
んの活動を応援します。
【登録のメリット】

▼  市が発信する各種情報を受け取ることがで
きる

▼  チラシやポスターを市の施設に掲示するこ
とができる

▼  市地域づくり団体活動補助金を申請するこ
とができる

【申込・問合先】６月28日㈮までに企画情報課
コミュニティ推進係☎内線2236

市地域づくり団体活動補助金（２次募集）

　市ＮＰＯ登録団体が主体となって行い、多く
の市民参加が期待できる次のすべての条件に
あてはまる事業に対して補助金を交付します。
【対　象】

▼事業の総額が10万円以上

▼ほかの補助金などを受けていない

▼ ８月から令和２年３月までに実施および完
了する事業

【金　額】対象経費の２分の１以内（上限10万円）
【問合先】６月28日㈮までに企画情報課コミュ
ニティ推進係☎内線2236

水道料金補助制度

　市内に工場などを立地する企業で、市から
工業用の用途による給水を受けている事業者
に対して補助金を交付します。
【対　象】給水１契約あたりの総使用水量（平
成30年６月請求分～５月請求分）が2,400㎥を
超えている事業者など
【申　込】７月１日㈪～ 10月31日㈭
【申込・問合先】（補助制度）商工観光課商工
係☎49 - 7080、（給水用途・使用水
量の確認）水道局業務課管理係
☎22 - 5265
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子どもの虐待すぐに相談

　虐待かもと思ったら、すぐに通告・相談し
ましょう。通告は匿名可能、秘密厳守。
【相談先】

▼  児童相談所全国共通ダイヤル☎189（いちは
やく）

▼南予子ども・女性支援センター☎22 - 1245

▼福祉課児童福祉係☎内線2155・2142
【問合先】福祉課児童福祉係☎内線2155・2142

宇和島地区更生保護サポートセンター

　企画調整保護司が常駐し、犯罪や非行につ
いて相談に応じます。
【開所時間】午前９時～午後４時（土日・祝日・
年末年始を除く）
【ところ】総合福祉センター
【内　容】

▼社会福祉関係団体との連携

▼非行防止セミナーの開催

▼協力雇用主の紹介
【問合先】宇和島地区更生保護サポートセン

ター☎28 - 9201

人権に関する相談 ＜無料＞

　人権問題で困っている人は、各種相談専用
ダイヤルを通じて相談してください。秘密厳守。
【相談受付】午前８時30分～午後５時15分（外
国語人権相談ダイヤルのみ午前９時～午後５時）
【相談先】

▼  子どもの人権110番☎0120 - 007 - 110

▼  女性の人権ホットライン☎0570 - 070 - 810

▼  外国語人権相談ダイヤル☎0570 - 090 - 911

▼  みんなの人権110番☎0570 - 003 - 110
【問合先】松山地方法務局人権擁護課☎089 -

932 - 5798

経済センサス -基礎調査 -

　
　調査員が事業所の活動状況を確認します。
全国のすべての事業所が対象となりますので、
ご理解とご協力をお願いします。
【期　間】６月１日㈯～ 11月30日㈯
【注意事項】

▼   調査内容は統計以外の目的に利用されるこ
とはありません。

▼   調査員は調査員証を携帯しています。必ず
確認してください。

【問合先】企画情報課情報統計係☎49 - 7039

情報公開制度・個人情報保護制度の運用状況（平成30年度） 【問合先】総務課行政係☎内線2437

実施機関 市長 病院事業管理者 計

請求件数 １ 134 135

処
理
状
況

開　示 ０ 114 114

部分開示 ０ 19 19

不開示 １ ０ １

不存在 ０ １ １

取り下げ ０ ０ ０

審査請求 ０ ０ ０

実施機関 市長 教育委員会 計

請求件数 98 10 108

処
理
状
況

全部公開 84 ９ 93

部分公開 10 １ 11

非公開 ２ ０ ２

不存在 ０ ０ ０

取り下げ ２ ０ ２

審査請求 ０ ０ ０

■宇和島市情報公開条例 ■宇和島市個人情報保護条例
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おしらせ
本庁 ☎24 - 1111
吉田支所 ☎52 - 1111
三間支所 ☎58 - 3311
津島支所 ☎32 - 2721
宇和海支所 ☎62 - 0311
※ 詳しくは、各ホームページをご覧いただく
かお問い合わせください。

こども支援教室「わかたけ」保護者説明会

【と　き】６月11日㈫ 午後１時30分～２時30分
【ところ】こども支援教室「わかたけ」
【対　象】教育相談や小・中学校の不登校児童
生徒の支援（個別学習・体験活動など）を希
望する保護者
【問合先】こども支援教室「わかたけ」☎22 -
1642  wakatake@city.uwajima.lg.jp

マイナンバーカードの休日交付

【と　き】６月８日㈯ 午後１時～５時
【ところ】市役所 市民課
【内　容】マイナンバーカード申請後、交付の
案内が届いた人で平日受け取りに来れない場合
などに利用してください。
【問合先】市民課☎49 ｰ 7075または
各支所市民保険係

認知症サポーター養成講座 ＜無料＞

【と　き】６月11日㈫ 午前10時15分～正午
【ところ】スペースゆう（袋町商店街やつしかふぇ内）
【内　容】認知症の人やその家族を支援する認
知症サポーターの養成講座
【定　員】10人
【申込・問合先】６月６日㈭までに高齢者福祉
課地域包括支援センター☎内線2165

市病院局職員募集

▼  嘱託職員：①調理員４人

▼  臨時職員：②看護師10人程度③メディカル
スタッフ５人程度

【採用予定】随時
【受　付】随時
【問合先】市立宇和島病院総務管理課

☎25 ｰ 1111内線21092

南予水道企業団職員募集

▼  正規職員：（上級・中級）①土木１人、（初級）
②電気１人

【採用予定】令和２年４月１日
【１次試験】①６月30日㈰②10月20日㈰
【受　付（必着）】①６月19日㈬まで②９月27日
㈮まで
【問合先】南予水道企業団庶務課☎25 ｰ 3222

点字教室受講者募集 ＜無料＞

【と　き】毎週水曜日 午前９時30分～ 11時30分
【ところ】障害者福祉センターむつみ荘
【内　容】パソコンを使用した点字教室
【申込・問合先】障害者福祉

センターむつみ荘☎22 ｰ 3988

南予美術展作品募集

【対　象】宇和島圏域に住む高校生以上
【募集内容】絵画、立体造形、陶芸、工芸、デ
ザイン、写真、書道など １人１作品
※絵画、デザインは50号以下。
【応募・問合先】９月13日㈮までに文化・スポー
ツ課☎内線2732
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市長の資産などの公開

【と　き】７月１日㈪～（執務時間中）
【ところ】市役所 市長公室政策調整係
【内　容】市長の資産等補充報告書、所得等報
告書、関連会社等報告書を閲覧できます。
※報告書の持ち出し、コピーはできません。
【問合先】市長公室政策調整係☎内線2426

お祭り前須賀川クリーン作戦

【と　き】７月７日㈰ 午前７時～
【ところ】和霊公園前須賀川沿い（集合場所：
和霊公園）
【作業内容】雑草の草刈りとごみの回収
【準備物】清掃用具
※ごみ袋と軍手は準備します。
【問合先】生活環境課環境衛生係☎内線2233

宇和島看護専門学校オープンキャンパス

【と　き】７月20日㈯ 午前９時30分～午後０
時30分 
【ところ】宇和島看護専門学校
【内　容】学校の概要説明、看護技術体験など
【対　象】高校生および保護者、社会人 60人程度
【申込・問合先】６月28日㈮までに宇和島看護
専門学校☎22 - 6611  22 - 1588

男女共同参画社会づくり推進県民大会

 ＜無料・申込が必要＞

【と　き】６月19日㈬ 午後１時30分～３時30分
【ところ】マリエール大洲（大洲市北只）
【内　容】男女共同参画の視点から防災を考える
【申込・問合先】県男女参画・県民

協働課男女参画グループ☎089 - 912 -

2332

月曜日

▼午後１時～

▼午後８時～

UWAJIMA LOCO STYLE

【パーソナリティ】鈴木 貴志 さん・美幸 さん
【内　容】常夏の島ハワイのグルメやショッピ
ングの最新情報を届けます。これを聴けばあな
たもハワイ通！
【問合先】ＦＭがいや☎49 - 1769

 r-m@gaiya769.jp、http://www.gaiya769.jp/

　週末に「イベント情報」を放送中。皆さん
からの情報をお待ちしています。

市議会６月定例会

【開催日程】６月５日㈬～ 25日㈫ 
 ※本会議の開会時間は午前10時です。

【インターネット中継】市ホームページ、宇和島
ケーブルテレビ、ＦＭがいや（76.9ＭＨｚ）から、
本会議（生中継）を視聴できます。
【問合先】市議会事務局議事法制係☎49 - 7035

と　き 内　容

６/５㈬ 本会議（提案説明）

13㈭ 本会議（一般質問）

14㈮
本会議（一般質問、議案質疑、委員

会付託）

17㈪ 本会議予備日

18㈫～ 20㈭ 委員会審査

21㈮ 委員会審査予備日

25㈫ 本会議（委員長報告、質疑、討論、採決）
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