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介護保険負担限度額認定証の更新

　介護保険負担限度額認定証の有効期限は７
月31日㈮です。８月１日㈯以降も引き続き利
用する場合は、７月20日㈪までに申請書を提
出してください（一部の介護保険施設を利用し
たときの食費・居住費の一部が減額されます）。
【対　象】次のすべての条件に当てはまる人

▼  本人および世帯全員が市民税非課税

▼配偶者が市民税非課税

▼ 預貯金などが一定額以下
【問合先】高齢者福祉課介護保険係☎内線2156
または各支所福祉環境係

国民健康保険被保険者証の更新

　現在の国民健康保険被保険者証（以下、保険
証）の有効期限は７月31日㈮です。
　７月下旬に新しい保険証（うぐいす色）を送付
します。簡易書留での郵送や窓口での交付を希
望する人は、７月10日㈮までに保険健康課保険
業務係または各支所市民保険係にお問い合わせ
ください。

■ 国民健康保険の手続きにはマイナンバー（個
人番号）が必要です
　届出などを提出するときには次の書類が必要
です。

▼  世帯主と対象者全員分の個人番号確認書類

▼  手続きに来る人の本人確認書類
※ 別世帯の人が手続きに来るときは、任意代理
人は委任状を、法定代理人は戸籍謄本などそ
の資格を証明する書類を持参してください。

【問合先】保険健康課保険業務係☎内線2134

後期高齢者医療被保険者証の更新

　現在の後期高齢者医療被保険者証（以下、保
険証）、限度額適用認定証、限度額適用・標準
負担額減額認定証の有効期限は７月31日㈮です。
　８月１日㈯から新しい保険証（オリーブ色）に
変わります。簡易書留での郵送や窓口での交付
を希望する人は、７月10日㈮までにお問い合わ
せください。８月以降に75歳となる人は、誕生
日の前月に郵送します。
【対　象】75歳以上または65 ～ 74歳の一定の障
がいがある人で、本人の申請により県後期高齢
者医療広域連合の認定を受けた人

【一部負担割合】１割または３割（令和元年中の
所得によって決定）
※ 令和２年度の保険料額決定通知書を７月下旬
に送付します。前年度と納付方法が変更と
なった人もいるので通知書を必ず確認してく
ださい。また、これまで保険料の均等割で8.5
割軽減を受けていた人は、今年度は7.75割軽
減になります。詳しくは、保険証と一緒に送
付する「制度のご案内」をご覧ください。

【申込・問合先】保険健康課後期高齢者医療係
☎内線2121・2181・2187

国民年金保険料免除・納付猶予申請

　収入の減少や失業などにより保険料を納め
ることが難しいときは、７月１日㈬以降に手
続きを行ってください。
※ 保険料免除・納付猶予の期間は、年金受給
資格期間には算定されますが、納付猶予の
期間は年金額には反映されません。また、
保険料の納付期限から２年を経過すると時
効により申請ができなくなり、障害年金や遺
族年金などを受給できない場合があります。

【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

愛 媛 県
国民健康保険
被 保 険 者 証

性　別　○

保険者番号
交 付 者 名

記 号 番 号
氏 名
生 年 月 日
適用開始年月日
交 付 年 月 日
世 帯 主 名
住 所

宇和島市

○○　○○
○○○年○月○日
○○○年○月○日
○○○年○月○日
○○　○○

有効期限　○○○年○月○日
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栄典受章

中川 鹿太郎 さん
 （元結掛）

▼  旭日小綬章：地方
自治功労

玉田 清美 さん
 （御殿町）

▼  旭日単光章：生活
衛生功労

田村 輝重 さん
 （津島町）

▼  瑞宝単光章：警察
功労

■令和２年春の叙勲 ■第34回危険業務従事者叙勲

櫻田 矩雄 さん
 （川内）

▼  藍綬褒章：行政相
談功労

■令和２年春の褒章

祝日などによる資源物振替回収日

【古紙・缶・乾電池】

▼  ７月16日㈭：家藤、伊吹町北通１区第１、江
の組、徳の森、中組、日の組、薬師谷団地、
和霊町西通１区、和霊元町１丁目１区

▼  ７月20日㈪：大宮町１丁目東、大宮町２丁目
新、御徒町、佐伯町２丁目、大超寺奥１･２区、
本町追手１丁目

【古紙・乾電池】

▼  ７月16日㈭：天満、三浦西（安米、大内）、祝
森下（鷹の子、石丸、成川）

【問合先】生活環境課☎内線2211

【蛍光管・廃乾電池】

▼  ７月15日㈬：三間地区
※ 各自治会の資源物（古紙類など）回収場所と同
じです。

【問合先】三間支所福祉環境係☎内線5715

国土調査（地籍調査）事業に協力を
　
　土地所有者などが立ち会い、現地で地番、
所有者、地目、境界などを確認します。土地
権利の明確化による境界紛争の未然防止や公
共、災害復旧事業の計画、施工の迅速化のた
めに協力をお願いします。
※ 測量後は、県・国の認証を受けた後法務局
に登記されます（事業進捗率：全国52％、県
82％、市69％）。

【期　間】８月～ 11月
【対　象】高串、津島町下畑地および増穂の一部
【問合先】国土調査課地籍係☎内線2806・2873

労働保険の年度更新

　令和２年度労働保険（労災保険、雇用保険）
の年度更新期間は、８月31日㈪までです。
　宇和島労働基準監督署または金融機関で申
告、納付してください。
【問合先】宇和島労働基準監督署☎22 - 4655

午前８時30分までに出し
てください。回収は午後
１時から順次行います。
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市政広報番組７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】宇和島市の文化財について
【問合先】市長公室シティセールス推進係
☎内線2457

ＦＭがいや「中川奈美のN radio」

【と　き】第２・４日曜日 午後５時～
（再放送：午後９時～）
【内　容】宇和島出身の声優・歌手中川奈美が
地元や仕事の話題を
届けます。
【パーソナリティ】

▼  中川 奈美 さん
【問合先】ＦＭがいや
☎49 - 1769  r-m@
gaiya769.jp、http://
www.gaiya769.jp/

ジェネリック医薬品
　
　ジェネリック医薬品（後発医薬品）は、先発
医薬品（新薬）の特許が切れた後に国の承認を
得て販売されます。先発医薬品と比べ安価で、
効き目や安全性は同じです。
　希望する場合は、「ジェネリック医薬品希望
カード」を医療機関や薬局窓口に提示し、相
談しましょう。
【問合先】保険健康課後期高齢者
医療係☎内線2121または保険業
務係☎内線2120

里親になりませんか 

　里親とは、さまざまな事情により、自分の
家庭で生活することができなくなった子ども
を家庭に迎えて養育する人です。
　里親制度は、児童福祉法に基づき里親に子
どもの養育をお願いする制度で、手当の支給
などがあり、研修の受講が必要です。また、
子どもを養子として家庭に迎えたい里親も併
せて募集します。詳しくは、お問い合わせく
ださい。
【問合先】南予子ども・女性支援センター
☎22 - 1245

レジ袋有料化

　買い物袋の有料化が７月１日㈬から始まりま
す。詳しくは、経済産業省ホームページをご覧
ください。
【対　象】持ち手のあるプラスチック製買物袋
※紙・布製、持ち手のない袋などは対象外。
【問合先】

▼消費者：☎0570 - 080180

▼事業者：☎0570 - 000930

ＳＮＳなどのインターネットを利用した
犯罪被害の防止（情報モラル動画公開中）

　ＳＮＳの利用をきっかけに、犯罪被害に遭う
子供が急増しています。インターネットの使い
方についてのルールを家族で作り、フィルタリ
ングも必ず設定しておきましょう。
【問合先】県警本部少年課☎089 - 934 - 0110
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※ 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。
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地域学校協働活動ボランティア募集

　 各小・中学校区に地域コーディネーターを
配属し、地域住民参画のもと地域と学校が連
携して子どもたちの成長を支えていく活動を
行っています。子どもたちが幅広い世代や地
域と関わり、郷土に誇りを持ってもらえるよ
うに一緒に活動しませんか。
【問合先】宇和島市地域学校協働本
部（生涯学習課内）☎内線2753

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。

宇和島地区広域事務組合正規職員募集

▼  ①事務職１人程度②看護職１人程度③介護
Ａ・Ｂ４人程度④保育士１人程度⑤消防職
７人程度

【１次試験】９月20日㈰ ①～④コスモスホール三
間⑤消防本部
【採用年月日（予定）】令和３年４月１日
【受　付】８月３日㈪～９月１日㈫（執務時間中
必着）
【提出・問合先】①～④宇和島地区広域事務組
合管理課人事係☎22 ｰ 8664、⑤宇和
島地区広域事務組合消防本部総務課
☎22 ｰ 7539

南予水道企業団正規職員募集
▼  上級・中級：①土木１人②電気１人

▼  上級：③行政事務１人
【採用予定】令和３年４月１日
【１次試験】①②７月26日㈰③８月２日㈰ 
【受　付】（執務時間中必着）①②７月15日㈬
まで③７月22日㈬まで
【提出・問合先】南予水道企業団庶務課
☎25 ｰ 3222

海上保安学校学生採用試験

▼  ①船舶運航システム課程②情報システム課
程③管制課程④海洋科学課程⑤航空課程

【１次試験】９月27日㈰ 
【受　付】

▼  郵送、持参：７月21日㈫～ 22日㈬

▼  インターネット：７月21日㈫～ 30日㈭
【申込・問合先】〒798 - 0003 住吉町３丁目１
番３号 宇和島海上保安部管理課☎22 - 1591

市病院局正規職員募集

▼  ①看護師30人程度②助産師３人程度③看護
師・准看護師（吉田・津島病院）10人程度④
薬剤師３人⑤臨床検査技師３人⑥理学療法
士２人⑦管理栄養士１人程度⑧視能訓練士
１人⑨行政事務１人程度

【１次試験】①～③８月23日㈰④～⑨８月30日
㈰ 市立宇和島病院
【採用年月日（予定）】令和３年４月１日
【受　付】７月31日㈮まで（執務時間中必着）
【提出・問合先】市立宇和島病院総務管理課
☎25 ｰ 1111内線21092

津島ふれあい農園利用者追加募集

▼  Ａタイプ（畑44㎡ログハウス付）：９区画
※駐車場、手洗い場、農機具など揃っています。
【期　間】令和３年３月31日㈬まで（２回まで
更新可）
【所在地】津島町岩松（玉ヶ月）
【年間使用料】３万3,000円／区画
【申込・問合先】10月30日㈮までに
津島支所産業建設係☎49 - 7059
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カフェまんまる「歯科衛生士さんの講話」 ＜無料＞

【と　き】７月14日㈫ 午前10時～正午
【ところ】スペースゆう（袋町商店街やつしかふぇ内）
※飲み物代は自己負担。
【内　容】認知症の人と家族、地域の人を対象に
口腔体操や義歯の手入れ方法、ブラッシング指
導など歯科衛生士による口腔ケアに関する講話
【問合先】高齢者福祉課地域包括支援センター
☎内線3107

うわじまファミリー・サポート・センター ＜無料＞

【と　き】７月15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】７月13日㈪までにファミ・サ
ポうわじま（福祉課内）☎49 ｰ 7054

無料労働相談

　労働者と事業主間のトラブルの早期、円満
な解決のため労働相談などを実施しています。

▼①事務局職員による相談②労働委員専門相談
【と　き】①平日 午前８時30分～午後５時15
分②第４金曜日 午後２時30分～５時（４・12
月は第２金曜日）
【問合先】愛媛県労働委員会事務局☎089 ｰ
912 ｰ 2996

サマージャンボ宝くじ発売

　「サマージャンボ宝くじ」と「サマージャン
ボミニ」が同時発売されます。今年のサマー
ジャンボ宝くじは１等・前後賞合わせて７億
円、サマージャンボミニは１等1,000万円です。
　この宝くじの収益金は市町村の明るく住み
よいまちづくりに使われます。
【期　間】７月14日㈫～８月14日㈮
【問合先】（公財）愛媛県市町振興協会

マイナンバーカード・マイナポイント

■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】７月11日㈯、８月１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。

■マイナポイントの予約・申込休止
　システムメンテナンスのため、サービスを
休止します。
【と　き】７月23日㈭㈷
【内　容】マイナポイントの予約（マイキーＩ
Ｄの設定）、マイナポイント申込の休止

■コンビニ交付サービスの休止
　マイナンバーカードなどを使って住民票や印
鑑証明書を取得するコンビニ交付サービスを、
システムのメンテナンスのため休止します。
【と　き】７月23日㈭㈷～ 26日㈰
【ところ】セブンイレブン、ファミリーマート、
ローソン、フジ宇和島店、三浦郵便局

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

第28回南楽園全国風りんまつり

【と　き】８月23日㈰まで 午前９時～午後５時
【ところ】日本庭園 南楽園
【内　容】全国各地から取り寄せた風りん約
3,000点の展示販売、中国・インドなど外国の
風文化の紹介
【問合先】日本庭園 南楽園☎32 ｰ
3344

説明会のみ
の参加も可
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