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うわじまブランド

ロゴマーク
　一般利用ができる「うわじ
まブランド」のロゴマークと
キャッチコピー。印刷物など
で使用できます。

▼ デザインガイドラインに
沿って利用してください。

●問  市長公室シティセールス
推進係☎49 - 7085

安心安全情報
メール

　災害情報などの緊急なお知
らせを受け取れます。

防災行政放送
テレホンサービス
　防災ラジオなどの放送内容
を確認できます。

☎49-7064

市政広報番組

５月放送予定

●日  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  うわじまブランド魅力化
計画について

●問  市長公室シティセールス
推進係☎24 - 1111内線
2407

■多重債務整理相談・消費生活相談
●日平日 午前９時～午後４時

■認定司法書士による多重債務整理相談＜要予約＞
●日  19日㈬ 午後１時～４時
●場  市役所 ２階消費生活センター（伊勢田司法書士）
●定６人まで（１人30分程度）
●問  市消費生活センター（市民課コミュニティ推進
係内）☎24 - 1111内線2276

■子育て支援コーディネーターによる相談
●日  平日 午前８時30分～午後５時
●場  福祉課子育て相談窓口
●問福祉課子育て支援室児童福祉係☎24 - 1111
　 内線3120

■家庭児童・婦人相談
●日  平日 午前８時30分～午後５時
●問福祉課子育て支援室児童福祉係☎24 - 1111
　 内線2155・2142

■市民法律相談＜要予約＞
●日 21日㈮ 午後１時～４時
●場  市役所 602会議室（大島弁護士）
●定  12人（１人15分程度）
●申  14日㈮ 午前９時から電話、窓口で受け付けま
す（原則市民が対象。相談時間の指定不可）。

※電話相談となる可能性があります。

▼  ６月の相談
●日６月18日㈮ ●申  ６月11日㈮

■行政相談
●日  ①６日㈭ 午前９時～午後３時②12日㈬ 午前９
時～正午

●場  ①市役所 701会議室②岩松公民館

■宅地建物相談
●日  10日㈪ 午後１時～３時 ●場  市役所 801会議室

●問総務課行政係☎24 - 1111内線2412

５月の各種相談



休日当番医

振替回収

人口の動き 納　期

※  当番医は
変更にな
る場合が
あります。
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●日：日時 ●場：場所 ●内：内容 ●対：対象 ●定：定員 ●料：料金 ●持：持参物 ●申：申込 ●問：問合先

５月 外科系 内科系 小児科 （旧）北宇和郡

２㈰ 友松外科・胃腸科
（鶴島町） ☎22-0410 

山本内科医院
（本町追手） ☎22-5100

上田小児科
（広小路） ☎25-0100

松野町国保中央診療所
（松野町） ☎42-0707

３㈪ 河野整形外科クリニック
（丸之内） ☎22-1822 

楠崎内科
（本町追手） ☎24-2211 

こおり小児科
（中央町） ☎24-5633

市立吉田病院
（吉田町） ☎52-0611

４㈫ 市立宇和島病院外科
（御殿町） ☎25-1111

市立宇和島病院内科
（御殿町） ☎25-1111 

市立宇和島病院小児科
（御殿町） ☎25-1111

旭川荘南愛媛病院
（鬼北町） ☎45-1101

５㈬ JCHO宇和島病院外科
（賀古町） ☎22-5616

JCHO宇和島病院内科
（賀古町） ☎22-5616

市立宇和島病院小児科
（御殿町） ☎25-1111

市立津島病院
（津島町） ☎32-2011

９㈰ 加藤整形外科
（和霊元町） ☎22-7111 

中山内科胃腸科
（堀端町） ☎22-0707 

市立宇和島病院小児科
（御殿町） ☎25-1111

口羽外科胃腸科医院
（津島町） ☎32-5000

16㈰ 小川クリニック
（丸之内） ☎23-3599 

石川循環器科内科
（中沢町） ☎20-0320 

市立宇和島病院小児科
（御殿町） ☎25-1111

永井内科医院
（津島町） ☎32-6688

23㈰ 鎌野病院
（広小路） ☎24-6611 

和霊町松浦内科
（和霊元町） ☎23-1510 

こおり小児科
（中央町） ☎24-5633

鬼北町国保日吉診療所
（鬼北町） ☎44-2250

30㈰ しませ医院
（保　田） ☎27-1888

宇都宮内科胃腸科
（栄町港） ☎25-7228

上田小児科
（広小路） ☎25-0100

富山医院
（鬼北町） ☎45-0360

４月１日現在 前月比

人口 72,374 －429 人

男 34,054 －228 人

女 38,320 －201 人

世帯 35,751 －48 世帯

出生 31 ＋７ 人

死亡 116 －23 人

５月 古紙・缶・乾電池 古紙・乾電池

６㈭ 泉町２丁目、伊吹町北通２区、祝森ライフクリーンの会 天神町東、天神町南、錦町、下波校区

17㈪
柿原１区、坂下津２･３区、新田町２丁目、夏目町３丁目、
別当１･５丁目、保手１丁目、保手２・３丁目、保手４・
５丁目、丸之内２丁目

鶴島町西、鶴島町中、本町追手２丁目裡町、丸之内４丁
目、御幸町１･２丁目

20㈭ 朝日町１･３丁目、寿町１･２丁目、弁天町１･３丁目、
本町追手２丁目本町、丸之内３丁目、明倫町４･５丁目

　午前８時30分までに出してください。なお、回収は午後１時から順次行います。
●問生活環境課☎24 - 1111内線2211

５月の納期限
５月31日㈪

６月の納期限
６月30日㈬

▼軽自動車税（全期） ▼市県民税（１期）

※ 市内の各金融機関に口座振替依頼書を用意していま
す。５月25日㈫までに申し込むと、６月に納期の
到来する科目から振り替えが始まります。
●問（市税・国保料）納税課☎24 - 1111内線2574
　（介護保険料）高齢者福祉課☎24 - 1111内線2161
　（後期高齢保険料）保険健康課☎24 - 1111内線2187

えひめ
医療情報
ネット


