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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７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３年３月31
日㈬の間に教育総務課☎49 - 7030

情報公開制度・個人情報保護制度
運用状況（令和元年度）
　
■宇和島市情報公開条例

■宇和島市個人情報保護条例

＜共　通＞
【問合先】総務課行政係☎内線2437

子育て応援給付金（２歳児まで拡充）

　令和２年４月から子育て応援給付金と乳児
養育手当を一体化し、対象を２歳児まで拡充
して支給します。
※ 満１歳児のうち乳児養育手当を受給してい
た場合は差額を支給します。詳しくは、お
問い合わせください。

【対　象】新生児、満１・２歳児
【支給額】

▼新生児：10万円

▼満１・２歳児：５万円（第３子以降：10万円）
【手　続】

▼新生児：出生届の提出時

▼満１・２歳児：対象者に通知します。
【申込・問合先】出生日または１・２歳に達す
る日の翌日から６ヵ月以内に福祉課子育て支
援室児童福祉係☎内線2176・3124

福祉手当・子育てサービスの更新

　対象者には個別通知します。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15日㈪～ 19日㈮ 
【申請・問合先】福祉課子育て支援室児童福祉
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18日㈭～ 30日㈫ 
【申請・問合先】福祉課障害福祉係
☎内線2151または各支所福祉環境係

■ 児童手当現況届
【と　き】６月22日㈪～ 30日㈫ 
【問合先】福祉課子育て支援室児童福祉係
☎内線3124または各支所福祉環境係

実施機関 市長 病院事業管理者 計
請求件数 １ 140 141

処
理
状
況

開　示 ０ 127 127
部分開示 １ ６ ７
不開示 ０ ０ ０
不存在 ０ ３ ３
取下げ ０ ４ ４
審査請求 ０ ０ ０

実施機関 市長 教育委員会 計
請求件数 92 28 120

処
理
状
況

全部公開 83 14 97
部分公開 ５ 12 17
非公開 １ １ ２
不存在 ０ ０ ０
取下げ ３ １ ４
審査請求 ０ ０ ０
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宇和島市ＮＰＯ登録制度

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

▼  宇和島市が発信する各種情報が受け取れる

▼  チラシやポスターを市の施設に掲示できる

▼  宇和島市地域づくり団体活動補助金申請が
できる

【申込・問合先】市民生活課コミュニティ推進
係☎内線2237

資源物集団回収モデル事業

　現在、月に１度行っている資源物回収を、
月に２度行うモデル事業を実施します。参加
希望団体（自治会など）は申し込んでください。
【対　象】宇和島市資源物集団回収認定団体（応
募多数の場合は抽選）
【期　間】７月１日㈬～９月30日㈬
※ 実施後、簡単なアンケートを行う場合があ
ります。

【申込・問合先】６月１日㈪～ 12日㈮の間に
生活環境課環境政策係☎内線2211

老朽危険空家除却費用の一部補助

　市税などの滞納がない空家の所有者や相続
権者に対して、老朽化などで倒壊のおそれが
ある空家の除却費用を補助します。
【対　象】解体工事業などの許可・登録がある
市内業者が施工する50万円以上の工事
【金　額】対象経費の５分の４以内（上限80万円）
【募集戸数】20件（予定）
※緊急性の高いものから補助を行います。
【申　込】６月１日㈪～７月３日㈮の間に事前
申請書を提出
【申込・問合先】建築住宅課☎内線2670

スズメバチ等駆除費補助金

　活動中のスズメバチなどの巣の駆除にかか
る費用を補助します。
【対　象】市に登録のある駆除業者に依頼し、
巣がある市内の建物または土地の所有・使用・
管理者または自治会
※ 店舗、事務所など営利目的事業物件にある
巣は対象外。

【金　額】駆除費用の２分の１（上限１万円）
【申込・問合先】生活環境課環境衛生係
☎49 - 7013

宇和島市地域づくり団体活動補助金（２次募集）

　宇和島市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事業にかかる
費用を補助します。
【対　象】次のすべての条件に当てはまる事業

▼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３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）
【申込・問合先】６月30日㈫までに市民生活課
コミュニティ推進係☎内線2237

産前産後期間の国民年金保険料の免除

　出産予定・出産月の前月から４ヵ月間の国
民年金保険料が免除されます（多胎妊娠の場合
は、３ヵ月前から６ヵ月間）。
※ 出産：妊娠85日以上の出産（死産、流産、早
産を含む）。

【持参物】年金手帳、母子健康手帳、本人確認
書類、印かん
【申請先】市役所 市民生活課国民年金係（出産
予定日の６ヵ月前より）
【問合先】市民生活課国民年金係☎内線2133
または宇和島年金事務所☎22 - 5440
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不正大麻・けし撲滅

　大麻の無許可栽培や所持などは法律で禁止
されています。また、けしの中にも法律で栽
培が禁止されているものがあります。
　不正栽培や自生している大麻、植えてはい
けないけしを見つけたときは、宇和島保健所
または警察署まで連絡してください。
※ 判断がつかない場合は、お問い合わせくだ
さい。

【問合先】宇和島保健所企画課☎28 ｰ 6105

　多年にわたり民生児童委員活動に
精励し、その功績が顕著であった人た
ちに厚生労働大臣の表彰状を伝達し
ました。
【問合先】宇和島市民生委員児童委員
協議会事務局（福祉課福祉総務係内）
☎内線3125

▼  左から：児島 勝利 さん、早川 正昭 さん、
西田 學 さん、伊勢田 幸雄 さん

スポーツ振興くじ助成金を活用した競技
用具の整備

　スポーツくじ（toto・BIG）の収益は、スポー
ツに親しむための環境整備や新たなスポーツ
振興政策実施などの財源確保に役立てられて
います。
　今年度、市では（独）日本スポーツ振興セン
ターよりスポーツ振興くじ助成金の交付を受
け、「宇和島市総合体育館バスケットゴール設
置事業」を実施します。
【問合先】文化・スポーツ課スポーツ振興係
☎49 ｰ 7033

マダニ感染症に注意

【予防方法】

▼  畑や草むらに入るときは、肌を出さないよ
う長袖、長ズボン、帽子、手袋などを着用

▼  飼い犬の散歩後は、ブラッシングをして犬
小屋などは清潔に保つ
※ 吸血中のマダニに気付いたら、つぶしたり、
無理に引き抜いたりせずに病院（皮膚科）で
処置してください。熱などの症状が出たら、
速やかに病院を受診しましょう。

【問合先】宇和島保健所健康増進課
☎22 ｰ 5211内線257

マイナンバーカードで最大5,000円分の
マイナポイント

　○○ペイなどの民間キャッシュレス決済
サービスを選択してマイナポイントを申し込
むと、キャッシュレスでチャージした額の
25％（最大5,000円分）のマイナポイントが付与
されます。
※事前にマイナンバーカードの取得が必要。
【申　込】スマートフォンやパソコンで予約
※市役所 市民生活課で予約を支援しています。
【問合先】市民生活課☎49 ｰ 7075

民生委員・児童委員厚生労働大臣特別表彰



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６月号　 18 

第74回南予美術展作品募集

【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）
※ 11月21日㈯～ 23日㈪㈷ パフィオうわじまで
開催予定。

【対　象】宇和島圏域に住む高校生以上
【申　込】９月11日㈮までに申込書を提出
【申込・問合先】文化・スポーツ課☎2732

津島しらうお祭りイベントポスター募集

【内　容】しらうお漁、岩松川、岩松の町並み、
イベントの様子などの原画（１人１作品）
※ 作品は10月19日㈪までに提出（作品の大きさ
やキャンバスの質に定めはありません）。

【対　象】津島町内に住むか勤務している人、
または津島町出身者
【定　員】20人（定員に達したら２日間で受付
終了）
【申　込】６月15日㈪～ 17日㈬の間に申込書
を提出
【申込・問合先】津島支所産業建設係
☎49 ｰ 7059

宇和島市正規職員募集

▼  上級：①行政事務12人程度②行政事務（社会
福祉士）１人程度

▼  上級・中級：③土木技師３人程度④建築技
師 若干名⑤電気技師 若干名

▼中級：⑥保健師 若干名
【提出・問合先】５月18日㈪～６月12
日㈮の間に総務課人事係☎49 ｰ 7007

難病医療相談

【と　き】毎月第３火曜日 午後１時30分～午
後４時（１人１時間程度）
【ところ】宇和島保健所
【内　容】保健師による難病の人の療養生活な
どの相談（必要に応じて保健所医師、栄養士、
歯科衛生士などが対応）
【問合先】宇和島保健所健康増進課難病・母子
保健係☎22 ｰ 5211内線260

新型コロナウイルス感染症の影響により、中止や変更になる場合があります。

マイナンバーカード

■マイナンバーカード申請用写真撮影 ＜無料＞
【と　き】①６月１日㈪～７月31日㈮ 午前９
時～午後４時30分（土日・祝日を除く）②６月
13日㈯、７月11日㈯ 午後１時～４時
【ところ】①市役所 市民生活課、各支所 市民
保険係②市役所 市民生活課
【持参物】通知カード、本人確認書
類、住民基本台帳カード（ある人）

■マイナンバーカードの休日交付
　平日受け取れない場合に利用してください。
【と　き】６月13日㈯ 午後１時～５時
【ところ】市役所 市民生活課
※ 各支所が交付場所でも、受け取り希望日の
２日前（閉庁日を除く）までに連絡すると市
民生活課で受け取れます。

＜共　通＞
【申込・問合先】市民生活課☎49 ｰ 7075
または各支所市民保険係

手続きを
手伝います
（予約制）
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都市計画用途地域の指定に関する計画案
の縦覧

【と　き】６月８日㈪ ～ 22日㈪
【ところ】市役所 都市整備課
【内　容】吉田町、三間町の市街地および大浦
の埋立地の用途地域指定に関する計画案の縦覧
※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2648

こども支援教室「わかたけ」
保護者説明会 ＜無料＞

【と　き】６月９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 ｰ 1642

うわじまファミリー・サポート・センター ＜無料＞

【と　き】６月11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】６月９日㈫までにファミ・サ
ポうわじま（福祉課内）☎49 ｰ 7054

市長の資産などの公開

【と　き】６月30日㈫～（執務時間中）
【ところ】市役所 市長公室
【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

市議会６月定例会

【開催日程】６月10日㈬～ 29日㈪

※ 本会議の開会時間は午前10時からです。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、本会議を視聴で
きます。

【問合先】議会事務局議事法制係☎49 ｰ 7035

と　き 内　容

６/ 10㈬ 本会議（提案説明）

17㈬、18㈭ 本会議（一般質問、議案質疑、委
員会付託）

19㈮ 本会議予備日

22㈪～ 24㈬ 委員会審査

25㈭ 委員会予備日

29㈪ 本会議（委員長報告・質疑・討論・
採決）

市政広報番組６月放送予定

【と　き】

▼  木曜日 午後６時～午前０時

▼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】南予の木で家づくり支援事業について
【問合先】市長公室シティセールス
推進係☎内線2457

ＦＭがいや

　市民パーソナリティの番組収録の様子や最新
情報を随時更新しています。公式Facebookで

最新情報を確認してください。
【問合先】ＦＭがいや☎49-1769 
 r-m@gaiya769.jp、http://

www.gaiya769.jp/

説明会のみ
の参加も可
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