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プレミアム付商品券　

　プレミアム付商品券の購入を希望する人は、
購入方法に沿って手続きをしてください。
【対　象】

① 2019年度住民税（均等割）非課税者で、市
に申請書を提出し要件が確認された人
② 平成28年４月２日～令和元年９月30日の間
に生まれた子どもの世帯主
※ 2019年度住民税（均等割）非課税者につい
ては、申請書を送付しています。

【購入方法】①は申請書に記載された住所、②
は住民票に記載された住所に購入引換券が届
きます（９月中）。届いた購入引換券と本人確
認書類を市内の郵便局に持参し、商品券を購
入してください。
【注意事項】2019年度住民税（均等割）非課税
者のうち申請書が届いていない人で、次の条
件を満たす場合は商品券を購入できる可能性
があります。詳しくは、お問い合わせください。

▼ 同じ世帯に課税者がいるが、生計が完全に
別である非課税者（生活保護の受給者など
を除く）

▼ 生計が別である証明として、公共料金の支
払い料金の明細をそれぞれの世帯で提出で
きる人

【問合先】プレミアム付商品券事業

実行委員会（商工観光課内）
☎49 - 7077

秋の全国交通安全運動（９月21日～ 30日）

　交通安全に注意して事故のないまちづくり
に取り組みましょう。

▼子どもと高齢者の安全な通行の確保

▼高齢運転者の交通事故防止

▼  夕暮れ時と夜間の歩行中、自転車乗用中の
交通事故防止

▼  すべての座席のシートベルトとチャイルド
シートの正しい着用の徹底

▼飲酒運転の根絶
【問合先】企画情報課コミュニティ推進係

☎内線2237

消費税などの税率引き上げ

　10月１日㈫から消費税などの税率が８％から
10％に引き上げられることに伴い、公共施設の
使用料などを改定します。
　なお、水道料金や下水道使用料など、経過措
置の適用により改定後の料金の適用時期が異な
るものがあります。詳しくは、各担当部署へお
問い合わせいただくか、市ホームページをご覧
ください。
【問合先】総務課行政係☎内線2416

赤十字活動

　５月の赤十字会員等増強運動では、皆さん
に活動資金のご協力をいただきました。今後
も赤十字活動へのご協力をお願いします。

■赤十字巡回健康講座 ＜無料＞

【と　き】９月25日㈬ 午後１時30分～４時
【ところ】総合福祉センター
※ 自動車での来場はご遠慮ください。午後１
時～１時25分および休憩時間には、血圧・
体脂肪測定、検尿なども行えます。

【問合先】福祉課福祉総務係☎内線2154

救急医療週間（９月８日～ 14日）

　９月９日㈪は救急の日です。いざというと
きのために、救急車の適正利用や救急医療の
適正受診について考えてみましょう。

■普通救命講習会（月例） ＜無料＞

【と　き】９月８日㈰ 午前９時～正午
【ところ】宇和島地区広域事務組合消防本部
【内　容】心肺蘇生法、ＡＥＤ、止血など
【申込・問合先】宇和島地区広域事務組合宇和

島消防署救急係☎22 - 7500



15 　広報うわじま９月号

くらしの情報

市有財産の公売（一般競争入札）

　中型バスの購入に伴い、不要となった中型
バスを一般競争入札により公売します。
【と　き】９月20日㈮ 午前10時～
【ところ】市役所 ６階入札室
【物　件】中型バス１台（定員37人） 
【申込・問合先】９月13日㈮（執務時間中）まで
に関係書類（市ホームページからダウンロー
ド）に必要事項を記入し財政課管財係
☎内線2438

ＦＭがいや（76.9ＭＨｚ）

■ヒーロー☆スターＲＡＤＩＯ

【と　き】毎週木曜日 午後１時～（再放送：
午後８時～）
【内　容】懐かしのアニメや特撮ヒーローの希
少な音楽を届けます。
【パーソナリティ】

▼若藤 昌男 さん

▼ＴＯＳＨＩＭＩ さん
【問合先】ＦＭがいや☎49 -

17 6 9  r-m@gaiya769.jp、

http://www.gaiya769.jp/

屋外広告物の設置

　自己所有の建物や土地に屋外広告物を設置
する場合でも、申請が必要となる場合があり
ます。また、その大きさなどに規制があります。
　新しく設置する場合だけではなく、すでに
設置している場合でも申請をしていないもの
は、早急に申請をしてください。
【屋外広告物】①屋上広告②突出広告③壁面広
告④野立広告
【申請・問合先】都市整備課都市計

画公園係☎内線2639・2646

公衆浴場入浴料の改定　

　中学生が利用しやすいよう公衆浴場入浴料
を改定し、中学生料金を新設しました。
【ところ】松乃湯、つるの湯、大黒湯
【料　金】

▼  大人（高校生以上）400円

▼  中学生300円

▼  小学生150円

▼  幼児60円
【問合先】愛媛県公衆浴場業生活衛生同業組合

宇和島支部（松下）☎25 - 3388

市政広報番組９月放送予定

【と　き】

▼  毎週木曜日 午後６時～午前０時

▼毎週金曜日 午前６時～午後５時
※ ＵＣＡＴニュース放送の各回終了後に、１
回10分程度の番組を放送します。

【内　容】

▼  第１・２週：木造住宅の耐震化支援及びブ
ロック塀等の除去等支援

▼第３・４週： 幼児教育・保育無償化
【問合先】市長公室シティセールス推進係

☎内線2445

祝日などによる資源物回収日の振替

【古紙・缶・乾電池】

▼  ９月２日㈪：新田町１丁目、竹園団地、中沢
町１丁目、並松１丁目、並松（並松２、中沢２）、
丸之内５丁目、山際１丁目、和霊町西通２区

▼  ９月19日㈭：船隠、和霊中町３丁目、和霊
元町２丁目（１区）・４丁目

【古紙・乾電池】

▼  ９月２日㈪：新田町４丁目、寄松上・下、
和霊中町２丁目

▼  ９月19日㈭：九島地区、堀端町
【問合先】生活環境課☎内線2211・2234
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高齢者健康料理講習会 ＜無料＞

【と　き】９月17日㈫ 午前９時～午後１時
【ところ】明倫公民館
【対　象】市内に住む60歳以上で、シルバー人
材センターに興味がある20人
【申　込】９月４日㈬～６日㈮ 午後１時～５時
の間に、年齢確認ができる書類と印かんを持参
【申込・問合先】（公社）シルバー人材センター

☎23 - 3355

市病院局職員募集

▼  嘱託職員：①助産師３人程度②調理員４人

▼  臨時職員：③看護師10人程度④メディカル
スタッフ５人程度⑤事務員２人

▼時間制職員：⑥助産師３人程度⑦調理員１人
【採用予定】随時
【受　付】随時
【提出・問合先】市立宇和島病院総務管理課

☎25 ｰ 1111内線21092

防衛大学校・防衛医科大学校学生募集

▼  ①防衛大学校学生 一般②防衛医科大学校
（医学科、看護学科）学生
【１次試験】①11月９日㈯・10日㈰ 明倫公民館
②看護学科：10月19日㈯ 松山市青少年セン
ター（松山市築山町）、医学科：10月26日㈯・
27日㈰ 松山大学（松山市文京町）
【提出・問合先】９月30日㈪までに自
衛隊宇和島地域事務所☎  23 ｰ 5431

市職員募集

▼  臨時職員：保育士10人程度
【採用予定】随時
【受　付】随時
【提出先】総務課人事係
【問合先】福祉課☎内線2139

身体障がい者巡回相談 ＜無料＞

【と　き】９月12日㈭ 午後２時～３時
【ところ】吉田公民館
【内　容】補装具、更生医療、身体障がい者の
支援に関すること
※ 電動車椅子の走行テストができます（事前に
申請が必要です）。

【申込・問合先】９月５日㈭までに福祉課障害
福祉係☎内線2151

市民公開講座 ＜無料＞

【と　き】９月14日㈯ 午前10時～午後０時30分
【ところ】市立宇和島病院 北棟２階講堂
【内　容】がんの免疫療法（オプジーボ）につ
いての講演（肺癌の診断と治療：松山赤十字病
院 兼松 貴則 医師、免疫チェックポイント阻
害剤について：県立中央病院 井上 考司 医師）
【問合先】市立宇和島病院医事課☎25 ｰ 1111

内線32029

高齢者・障害者のための成年後見相談会 ＜無料＞

【と　き】９月16日㈪㈷ 午前10時～午後２時
【ところ】宇和島信用金庫 新橋支店
【内　容】老後の不安や高齢者の支援に関する
相談会
※ 午前10時から１時間程度、後見と遺言に関
する基礎講座も開催します。

【問合先】（公社）成年後見センター・リーガル

サポートえひめ支部☎089 - 941 - 8065
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うわじまファミリー・サポート・センター ＜無料＞

【と　き】９月19日㈭ 午後１時30分～４時
【ところ】子育て世代活動支援センター（パフィ
オうわじま内）
【内　容】子育てを手伝いたい人（サ
ポート会員）の説明会と養成講習会
【対　象】市内に住む20歳以上
【申込・問合先】９月17日㈫までにファミ・サ
ポうわじま（福祉課内）☎49 - 7054

総合体育館年間予約会

【と　き】９月17日㈫ 午後１時～
【ところ】総合体育館
【対　象】令和２年度に実施される南予大会以
上または市の主・共催事業
【持参物】要項などの大会内容がわかるもの
【問合先】総合体育館☎25 - 0063

シルバー向けライフプランセミナー ＜無料＞

【と　き】９月18日㈬ 午後１時30分～４時
【ところ】生涯学習センター（パフィオうわじま内）
【内　容】絶対知っておきたいお金の話
【対　象】市内に住む60歳以上で、シルバー人
材センターに興味がある人
【申込・問合先】９月２日㈪～ 11日㈬の間に（公
社）愛媛県シルバー人材センター連合会☎089

- 915 - 1420

ひきこもりに関する研修会 ＜無料＞

【と　き】９月17日㈫ 午後１時30分～４時
（受付：午後１時～）
【ところ】生涯学習センター（パフィオうわじ
ま内）
【内　容】講演：ひきこもりの理解とその対応、
情報提供：ひきこもりの相談窓口について
【申込・問合先】９月９日㈪までに保険健康課
成人保健係☎内線2123  24 ｰ 1124

精神保健福祉ボランティア講座 ＜無料＞

【と　き】９月21日㈯、10月19日㈯、11月16日
㈯、12月21日㈯ 午後１時30分～３時30分
【ところ】総合福祉センター
【内　容】講話（「精神障害と生活のしづらさ」
など）、ビデオ上映、座談会と交流会（全４回）
【定　員】20人
【申込・問合先】９月18日㈬までにＮＰＯ法人
さかえ☎  24 - 5159

婚活支援事業補助金 実施団体募集

【対象事業】市内の団体が実施し、独身男女を
広く募集する参加者が概ね10人以上の事業
【対象経費】イベント時の食料費、消耗品、講
師謝礼金など
【補助金額】上限20万円（男性または女性のみ
の募集は上限10万円）
【補助回数】年度内２回まで
【申込・問合先】生涯学習課☎内線4345・5203

ふれあい交流会

【と　き】９月22日㈰ 午後７時～９時50分（受
付：午後６時30分）
【ところ】TAO酒房 Gina（ジーナ）
【内　容】料理とトークを楽しむ交流会
【対　象】25 ～ 40歳の独身者（男女各10人程度）
【料　金】男性3,000円、女性2,000円
【申込・問合先】９月14日㈯までにうわじまＭ
Ｉセンター☎22 - 2117

食生活改善推進員養成講座 ＜無料＞

▼９月27日㈮ 午後１時～ 市役所

▼ 10月24日㈭、11月22日㈮ 午前９時～ 住吉公民館

▼12月17日㈫ 午前９時～ 明倫公民館

▼  令和２年１月29日㈬ 午前９時～ 宇和島保健
センター（祝森）

【内　容】講座、調理実習と試食
【申込・問合先】９月25日㈬までに保険健康課
母子保健係☎2179

ポート会員）の説明会と養成講習会

説明会のみ
の参加も可



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。

広報うわじま９月号　 18 

市議会９月定例会

【開催日程】９月４日㈬～ 26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、Ｆ
Ｍ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

９/４㈬ 本会議（提案説明）

11㈬ 本会議（一般質問）

12㈭
本会議（一般質問、議案質疑、委員

会付託）

13㈮ 本会議予備日

17㈫～ 19㈭ 委員会審査

20㈮ 委員会審査予備日

26㈭ 本会議（委員長報告、質疑、討論、採決）

ふるさとＣＭ大賞えひめ’20 作品募集

【と　き】令和２年２月16日㈰ 正午～午後４時30分
【審査会場】松山市総合コミュニティセンター
（松山市湊町）
【作品提出締切】11月５日㈫（必着）
【参加料】無料（制作経費と送料は参加者負担）
【申込・問合先】９月20日㈮（必着）
までに市長公室シティセールス推進
係☎内線2407

農林水産研究所農林水産参観デー ＜無料＞

【と　き】10月１日㈫ 午前８時30分～午後４
時、２日㈬ 午前８時30分～午後３時
【ところ】県農林水産研究所（松山市上難波）、
果樹研究センター（松山市下伊台町）
【内　容】試験・研究の発表、施設や研究ほ場
の公開、農業機械の展示など
【問合先】県農林水産研究所☎089 - 993 - 2020

または果樹研究センター☎089 - 977 - 2100

第61回四国西南地域陸上競技大会 

【と　き】10月６日㈰ 午前８時～
【対　象】南予地区または高知県幡多地区に住
み、各県陸上競技協会に登録している人
※ 小学生は市内小学生のみ参加可能。県陸上
競技協会への登録は必要ありません。

【申込・問合先】９月17日㈫までに申込書（市
ホームページからダウンロード）を文化・ス
ポーツ課スポーツ振興係☎49 - 7033

甲種防火管理新規講習会

【と　き】10月２日㈬ 午前９時～午後５時、
３日㈭ 午前９時～正午
【ところ】宇和島地区広域事務組合消防本部 
【受講料】無料（テキスト代3,700円は必要）
【申　込】申込書を提出
【申込・問合先】宇和島地区広域事務組合消防

本部予防課☎22 - 7501

第38回さかな屋大将のお魚さばき方教室

【と　き】９月29日㈰ 午後２時～４時
【ところ】番城公民館
【受講料】1,000円（２回目以降の参加は2,000円）
【定　員】11人（先着順）
【受　付】９月５日㈭～
【申込・問合先】宇和島市おさ

かな普及協議会事務局（水産課
内）☎内線2778
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敬老記念行事

　招待状を各地区の主催者から対象者に配布します。詳しくは、各地区の公民館にお問い合わせください。

高齢者虐待の基礎知識 ＜無料＞

【と　き】９月19日㈭ 午後１時30分～３時
【ところ】市役所 602会議室
【内　容】高齢者虐待に関する研修会
【対　象】介護保険施設などの職員60人
【問合先】高齢者福祉課地域包括支援セン

ター☎24 - 1111内線3107

地　区 と　き ところ

宇
和
島

戸　島 ９/７㈯ 10：30 戸島小学校

石　応

８㈰

９：00 石応公民館

和　霊
10：00

和霊公民館

鶴　島 南予文化会館

天　神 10：30 パフィオうわじま

三　浦 12：00
船隠・天満集会所、三

浦公民館、西三浦分館

明　倫
13：00

明倫小学校体育館

住　吉 総合福祉センター

宇和津

14 ㈯

９：40 宇和津小学校体育館

嘉　島

12：00
嘉島集会所

日振島
喜路・能登集会所

日振島公民館

祝　森

15 ㈰

９：30 祝森公民館

小　池
10：00

平浦・蕨・小池・小浜・

大小浜集会所

※記念品配布のみ。

番　城 番城小学校体育館

蒋　淵 11：30 蒋淵公民館

遊　子 12：00
明越・矢の浦・甘崎・

番匠・魚泊・水荷浦・

津の浦集会所

地　区 と　き ところ

宇

和

島

下　波
９/ 16 ㈪

11：00
柿の浦集会所ほか

※記念品配布のみ。

九　島 13：30 ※記念品配布のみ。

高　光 29 ㈰ ９：00 高光小学校体育館

吉
田

玉　津 ９/７㈯

11：00 白浦コミュニティセンター

11：30 玉津公民館

12：00 深浦集会所

立　間 14 ㈯ 11：00
えひめ南農協立間中央

支所

奥　南 15 ㈰ 14：00 奥南小学校体育館

吉　田 16 ㈪ 10：00 吉田公民館

喜佐方 29 ㈰ － 喜佐方小学校体育館

三
間 三　間 ９/ 21 ㈯ 13：00 コスモスホール三間

津
島

畑　地 ９/７㈯ 10：00
畑地コミュニティセン

ター

御　槇 ８㈰ 10：00
御槇地区自然休養村管

理センター

下　灘 15 ㈰ 10：00 下灘公民館

清　満

16 ㈪

９：30 清満公民館

岩　松 11：00 岩松公民館

北　灘 ※記念品配布のみ。

年金生活者支援給付金

　年金を含めても所得が低いなど支給要件
を満たす人に対して、年金に上乗せして給
付されます。
【給付金】

▼老齢年金生活者支援給付金

▼補足的老齢年金生活者支援給付金

▼障害年金生活者支援給付金

▼遺族年金生活者支援給付金
【申　込】９月以降日本年金機構から対象
者に送付される給付金請求書（ハガキ形式）
に必要事項を記入し、日本年金機構に返送
してください。
【問合先】「ねんきんダイヤル」

☎0570 - 05 - 1165または宇和島
年金事務所☎22 - 5569

【問合先】高齢者福祉課☎24 - 1111内線2160・2118

カフェまんまる「元気で長生き」 ＜無料＞

【と　き】９月10日㈫ 午前10時30分～正午
【ところ】袋町商店街「やつしかふぇ」
【内　容】高齢者のための栄養バランスの
良い食事の取り方についての講話
【問合先】高齢者福祉課地域包括支援セン

ター☎24 - 1111内線3107
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