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市県民税申告・所得税などの確定申告 

　税務課と吉田・三間・津島支所税務係では、２月中旬～３月中旬の確定申告時期に合わせて、市県民
税の申告相談および所得税などの確定申告の受付を行います。

■事前の金額集計・書類作成を

　申告期間中、職員による金額の集計や書類の
作成は困難です。事前に作成をお願いします。
【医療費控除などの対象者】「医療費控除の明細書」
の作成（支払った医療費などの集計作業と記載）

【農業を含む事業・不動産所得などのある人】

申告書に必要な収支内訳書などの作成

■確定申告書作成についての質問はお早めに

　確定申告書の作成について、特に他部署への
照会が必要な場合（資産の減価償却の内訳など）
は、申告期間中の対応は非常に困難です。申告
の受付が始まるまでに相談してください。

■ 市県民税申告書および所得税などの確定申告書

には個人番号（マイナンバー）の記載が必要です

　申告の際に、申告する本人や扶養親族などの
個人番号（マイナンバー）の記載および申告する
本人の本人確認書類の提示、または写しの添付
が必要です。
【本人確認書類】マイナンバーカード（持ってい
ない人は、番号確認書類および身元確認書類）
※ 代理人が申告をする場合は、委任状などの代
理権限確認書類（本人の同一世帯の親族は不
要）、代理人の身元確認書類、本人の番号確
認書類が必要になります。

【問合先】税務課市民税係☎内線2514または
各支所税務係

　領収書の代わりとして医療保険者が交付す
る医療費通知書または医療費控除の明細書を
添付することが必要です（医療費の領収書は自
宅などで５年間保存する必要があります）。

　市県民税申告は、金額集計の基となる帳簿
や経費の領収書を持参してください。
　また、所得税などの確定申告書の提出には
収支内訳書などを作成する基となった領収書
などの添付は求めません。

おいしい食べきり運動推進店募集

　まだ食べられるのに廃棄される食品ロスを減らすため「おいしい食べきり運動推進店」を募集します。

【対　象】次の項目のうち１つ以上を取り組む
市内の飲食店、宿泊施設など

▼  お客さんが食べ残しをしなかった場合の特典
（割引や景品など）の提供

▼  ハーフサイズや小盛り、量が調整できるなど
のメニューの設定

▼  宴会などで食べ残しを減らすための呼びかけ

▼  食品廃棄物のリサイクルの実施

▼  独自の食べきりサービスの提供や工夫

【メリット】

▼食べ残しを片付ける手間が減る

▼ごみ処理に係る費用が削減できる

▼  市のホームページなどで紹介され、環境配慮
店として知ってもらえる

【申込・問合先】生活環境課環境政策係

☎24 - 1111内線2231  24 - 1140
 kankyo@city.uwajima.lg.jp

収支内訳書や確定申告書、医療
費控除の明細書などは、国税庁
ホームページで作成できます。
積極的な利用をお願いします。
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くらしの情報

国民年金付加保険料

　定額保険料に付加保険料を上乗せして納め
ると受給する年金を増やせます。
【定額保険料】16,410円／月
【対　象】国民年金第１号被保険者、任意加入
被保険者（65歳以上を除く）
※ 国民年金基金に加入している人は、付加保
険料を納めることはできません。

【付加保険料】400円／月
【付加年金額】200円×付加保険料納付月数／年
【相談・問合先】市民課国民年金係☎内線2133

市政広報番組12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ニュース終了後に放送します。
【内　容】

▼  第１・２週：食品ロスを減らそう！ 3010（サ
ンマルイチマル）運動について

▼  第３・４週：宇和島市食育プランについて
～栄養満点！３分朝ごはん～

【問合先】市長公室シティセールス推進係

☎内線2445

マイナンバーカード・電子証明書の更新 ＜無料＞

　有効期限の３ヵ月前から更新できます。早
めに手続きをしてください。
※ 紛失などによる再発行の手数料は有料とな
ります。

【マイナンバーカードの有効期限】

▼作成時20歳以上：発行日から10回目の誕生日

▼作成時20歳未満：発行日から５回目の誕生日
【電子証明書の有効期限】発行日から５回目の
誕生日
【申込・問合先】市民課☎49 - 7075または
各支所市民保険係

CS TOYS TOKU WAVE

【と　き】毎週月曜日 午後３時～ Live
（再放送：午後10時～）
【内　容】海外と日本をつなぐ特撮ヒーローの
ディープな話題をお
届けします。
【パーソナリティ】

▼  清家　正亀 さん 
【問合先】ＦＭがいや

☎49 - 1769  r-m@

gaiya769.jp、http: / /

www.gaiya769.jp/

学校給食会見積合わせ参加資格登録申請

　令和２年度の学校給食用食料品類の見積合
わせに参加を希望する業者は登録申請をして
ください。 
※ 申請用紙は中央調理場（学校給食センター）、
吉田調理場、三間調理場で配布します（市
ホームページからもダウンロードできま
す）。

【申込・問合先】令和２年１月６日㈪～ 20日㈪
（執務時間中）の間に中央調理場
（学校給食センター）☎20 - 3010
または吉田調理場、三間調理場

年末年始のマイナンバーカードコンビニ交付

　12月29日㈰～令和２年１月３日㈮の間、セブ
ンイレブン、ファミリーマート、ローソン、三
浦郵便局での交付サービスを休止します。
　住民票および印鑑登録証明書の交付を希望
する人は、フジ宇和島店で取得が可能です（営
業時間内）。なお、手続きにはマイナンバーカー
ドとカード作成時に設定した利用者証明用の
４桁の暗証番号が必要です。
【手数料】１通250円
※市役所で取得するより50円安くなります。
【問合先】市民課☎49 - 7075
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まじめえひめロゴマークなどの使用 ＜無料＞

　まじめえひめスタンプロゴマーク、まじめ
みきゃんデザインなどを使用できるようにな
りました（申請が必要）。また「まじめえひめ
スタンプロゴマーク」ピンバッジの一般販売
もしています。
【問合先】県まじめ課（プロモーション戦略室）
☎089 - 912 - 2280

マイクロバスの適正な利用を

　運転手付きの「白ナンバー」のマイクロバス
はいわゆる「白バス」と呼ばれ、道路運送法に
違反したサービスです。運転手付きマイクロ
バス（正規のマイクロバスは「緑ナンバー」）の
手配は、国土交通大臣の許可を受けたバス会
社を利用しましょう。
【注意事項】レンタカーのバスには運転手は付
きません。違法な白バスを利用して事故にあっ
た場合、保険が適用されないことがあります。
【問合先】愛媛運輸支局運送・監査部門

☎089 - 956 - 1563  089 - 957 - 9035

12月は「ふぐ中毒防止月間」

　ふぐの毒はテトロドトキシンと呼ばれ、神
経を麻痺させる作用があり死亡することもあ
る猛毒です。煮たり焼いたりしても毒はなく
なりません。

▼  ふぐをさばくには、「ふぐ取扱者免許」が必
要です。素人調理は厳禁。

▼  釣ったふぐを自ら調理したり、人にあげた
りしてはいけません。

【問合先】宇和島保健所生活衛生課☎28 - 6108

市議会12月定例会

【開催日程】12月２日㈪～ 20日㈮
 ※本会議の開会時間は午前10時です。

と　き 内　容

12 /２㈪ 本会議（提案説明）

10㈫、11㈬ 本会議（一般質問、議案質疑、委員会付託）

12㈭ 本会議予備日

13㈮、16㈪、17㈫ 委員会審査

18㈬ 委員会予備日

20㈮ 本会議 (委員長報告、質疑、討論、採決)

年末年始のごみ収集とし尿汲み取り

【ごみの収集】令和２年１月１日㈬㈷～３日㈮
はごみの収集を休みます。
【し尿の汲み取り】直接、し尿収集許可業者へ
※ 汲み取りをしない日があるので、早めに連
絡してください。

【問合先】生活環境課廃棄物対策係☎内線2229

■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
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宇和島市職員募集

■ 追加募集（正規職員）

▼上級：①行政事務 若干名
▼  上級・中級：②土木技師３人程度③建築技

師若干名④電気技師 若干名

▼  社会人経験者：⑤土木技師 若干名⑥建築技
師 若干名⑦電気技師 若干名⑧機械技師 若
干名

【１次試験】令和２年１月19日㈰ 市役所
【採用予定】令和２年４月１日
【受　付】12月２日㈪～ 25日㈬（執務時間中）

■ 任期付職員（総合土木）

▼  ①農地・農業用施設の災害復旧関係３人程度

▼②道路・河川などの災害復旧関係 若干名
【採用予定】希望を踏まえて決定
【任　期】採用から２年間
※ 業務の進捗などにより最長５年まで更新さ
れる可能性があります。

【受　付】（執務時間中）

▼第３期：12月２日㈪～ 27日㈮

▼  第４期：令和２年１月６日㈪～ 31日㈮
※ 平成30年７月豪雨災害からの復旧・復興の
即戦力となる職員を募集します。
　あなたの力を復旧・復興にお貸しください。

＜共　通＞

【提出・問合先】総務課人事係☎49 - 7007

市病院局、宇和島地区広域事務組合

会計年度任用職員募集

　令和２年４月１日から臨時・嘱託職員の職
が会計年度任用職員制度に移行するため、新
たに会計年度任用職員を募集します。
【採用日】令和２年４月１日
【問合先】市立宇和島病院総務管理課☎25 ｰ

1111内線21092、宇和島地区広域事務組合管理

課☎22 ｰ 8664

障がい者芸術文化祭-愛顔ひろがる えひめ
の障がい者アート展 - ＜無料＞

【と　き】12月５日㈭～ 14日㈯ 
【ところ】県美術館（松山市堀之内）
【内　容】県内に住んでいる障がいのある人が
制作したアート作品（絵画・デザイン、書、陶
芸、そのほか立体作品）の展示
※来場者の投票で観客賞が決定します。
【問合先】県障がい福祉課☎089 ｰ 912 ｰ 2424

令和２年度宇和島市奨学生募集

【対　象】高校、大学などに進学希望または在
学している学生
【金　額】高校・高専学校：15,000円／月（入
学支度金30,000円）、大学・短大・専門学校：
30,000円／月（入学支度金60,000円）
【申　込】12月２日㈪～令和２年１
月24日㈮の間に各学校で申し込み
【問合先】教育総務課☎49 ｰ 7030

陸上自衛隊高等工科学校生徒募集

▼  一般採用試験
【１次試験】令和２年１月18日㈯ 明倫公民館
【申　込】令和２年１月６日㈪まで
【提出・問合先】自衛隊宇和島地域事務所

☎  23 ｰ 5431
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立地適正化計画の変更に関する

説明会・意見陳述会および計画案の縦覧

【説明会・意見陳述会】

▼吉田地区：12月17日㈫ 午後７時～ 吉田公民館

▼三間地区：12月18日㈬ 午後７時～ 三間公民館
【計画案の縦覧】12月10日㈫～ 24日㈫ 都市整
備課（期間中、意見書の提出ができます）
【問合先】都市整備課都市計画公園係

☎内線2646

技能ひろば ＜無料＞

【と　き】12月８日㈰ 午前10時～午後２時
【ところ】宇和島産業技術専門校
【内　容】住まいづくり木工科作品展示、衣料・
縫製品即売、技能体験（箸づくり、ニット帽づ
くりなど）、ひのきのキューブつかみ取り、ま
な板ビフォーアフター、木育コーナーなど
※軽食コーナーもあります。
【問合先】宇和島産業技術専門校☎22 - 3410

第８回美沼名画座

【と　き】12月７日㈯ 午後２時～、午後７時～
【ところ】コスモスホール三間
【上映作品】ミュージカル よろこびのうた
【年会費】新規会員2,000円、継続会員1,500円、
小学生以下500円
【問合先】コスモスホール三間☎58 - 3312

 58 - 3660

宇和島市人権を考える市民の集い ＜無料＞

【と　き】12月８日㈰ 午前９時40分～ 11時20分
【ところ】城北中学校 体育館
【 内　 容 】 人 権
ミ ュ ー ジ カ ル、
ワークショップ
【定　員】約500人
【問合先】人権啓

発課☎49 ｰ 7034

樺崎地区クリーン作戦

～みんなで守ろう海のある風景～

【と　き】12月８日㈰ 午前９時～
【ところ】樺崎地区（集合場所：旧宇和島運輸
フェリー乗り場）
【内　容】雑草の草刈りとごみの回収
【持参物】清掃用具（ごみ袋と軍手は準備します）
※作業のできる服でお越しください。
【問合先】生活環境課環境衛生係☎内線2233

外国人との共生社会 スタートアップ講座 ＜無料＞

　グローバル化が進む時代を迎えていくにあ
たり「多文化共生」「日本語教育」に焦点を当て
た講座を３ヵ月連続で開講します。
【と　き】12月８日㈰ 午後２時～
※ ２回目：令和２年１月12日㈰、３回目：令
和２年２月９日㈰。

【ところ】よろず屋 岩松
【申込・問合先】商工観光課☎内線2735

カフェまんまる 「クリスマスリース作り」

【と　き】12月10日㈫ 午前10時～正午
【ところ】スペースゆう（やつしかふぇ内）
【内　容】認知症の人とその家族、地域の人た
ちと交流しながら、段ボールを使ってクリス
マスリースを作ります。
※材料費は受講者負担。
【問合先】高齢者福祉課地域

包括支援センター☎内線3107

「坂村真民」について
調べた３人が、真民の
生き方に影響された
り、詩に勇気づけられ
たり…自分らしい一歩
を踏み出すストーリー
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ＩＰＵ短大 公開講座 ＜無料＞

【と　き】12月21日㈯ 午後１時30分～３時
【ところ】環太平洋大学短期大学部 さくらキャ
ンパス
【内　容】心も身体もハッピーに！～ストレッ
チでストレス解消～
【定　員】50人（先着順）
【申込・問合先】環太平洋大学短期大学部生涯

学習センター☎22 - 3126

剪定技能講習会 受講者募集 ＜無料＞

【と　き】令和２年１月15日㈬・16日㈭ 午前
９時～午後４時30分
【ところ】南レク樹木の学習交流の森
【対　象】市内に住む60歳以上20人
【申　込】12月10日㈫～ 13日㈮ 午前９時～午
後５時の間に年齢確認ができるものと印かん
を本人が持参
【問合先】シルバー人材センター☎23 - 3355

第66回南予マラソン大会 参加者募集

【と　き】令和２年１月12日㈰ 
【ところ】和霊公園～大浦・赤松
【部　門】中学女子の部：３km、中学男子（各
学年ごと）・高校女子・壮年男子・一般女子の
部：５km、高校男子・一般男子の部：10km
【対　象】南予地域に住むか勤務、通学する人
【問合先】12月16日㈪までに文化・スポーツ課
スポーツ振興係☎49 - 7033

そこどこや 後期講座受講生募集

①伊達家の婚礼道具とひな道具：令和２年２月
11日㈫㈷ 歴史資料館、②資料から見るひな祭
り -宇和島伊達家伝来品を中心に -：令和２年
３月１日㈰ 歴史資料館、③清良記シンポジウ
ム：令和２年３月20日㈮㈷ コスモスホール三間
【申込・問合先】12月19日㈭までに
文化・スポーツ課☎49 - 7033  22
- 5058  bunka@city.uwajima.lg.jp

体育施設 年間使用の打合会

【と　き】令和２年１月20日㈪
【ところ】総合体育館 会議室
【対　象】保手・石丸公園運動広場、丸山公園各
施設、宮下ふれあい広場で行う大会・練習試合
※ 12月25日㈬までに令和２年度の使用計画書
と大会要項を提出してください。

【提出・問合先】文化・スポーツ課ス

ポーツ振興係☎内線2766

えひめ防災週間（12月17日～ 23日）

　12月21日は昭和南海地震が発生した日で、
「えひめ防災の日」と定められています。災害
に備え、家庭でも食料品や生活必需品を少し
多めに買い足しておく「日常備蓄」をしておき
ましょう。

■ シェイクアウトえひめ（県民総ぐるみ地震防

災訓練）

【と　き】12月17日㈫ 午前11時～（１分程度）
【内　容】防災ラジオを利用した訓練放送によ
り、その場で３つの安全確保行動を１分間と
ります。

【参加方法】12月16日㈪ 午後５時までに県
ホームページで参加登録
【問合先】危機管理課☎49 - 7006

うわじまファミリー・サポート・センター ＜無料＞

【と　き】12月17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】12月13日㈮までにファミ・サ
ポうわじま（福祉課内）☎49 - 7054

説明会のみ
の参加も可
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