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愛南町財政事情の作成および公表に関する条例の規定に基づき、　　令和3年度における愛南町の財政状況を公表します。

令和３年度 愛南町の予算執行状況　（下半期）についてお知らせします。

一般会計の 予算執行状況

区　　分 予  算  額
総務費 30億6,975万4千円
民生費 41億9,630万6千円
衛生費 14億7,914万8千円
農林水産業費 21億7,615万2千円
商工費 6億7,631万4千円
土木費 10億2,728万1千円
消防費 4億9,273万1千円
教育費 11億3,521万2千円
公債費 24億4,593万円
その他の支出 10億531万2千円

予算額 1億6,030万円
収入済額 1億5,787万8千円
支出済額 1億5,672万2千円
歳入歳出差引額 115万6千円

予算額
収入 7億4,220万円
支出 7億4,220万円

収入済額 6億8,576万2千円
支出済額 6億5,458万5千円
歳入歳出差引額 3,117万7千円

予算額
収入 3,040万円
支出 9,191万1千円

収入済額 3,040万円
支出済額 8,818万8千円
歳入歳出差引額 ※△5,778万8千円

予算額 8,987万2千円
収入済額 9,308万4千円
支出済額 8,647万円
歳入歳出差引額 661万4千円

予算額 3,093万8千円
収入済額 3,093万8千円
支出済額 3,091万6千円
歳入歳出差引額 2万2千円

予算額 8,620万2千円
収入済額 8,620万2千円
支出済額 8,620万2千円
歳入歳出差引額 0

⑤浄化槽整備事業特別会計

⑩病院事業会計
１．収益的収支 ２．資本的収支

⑥温泉事業等特別会計 ⑦旅客船特別会計 ⑧公共用地先行取得事業特別会計

※病院事業会計における資本的収
入額が資本的支出額に不足する額 
5,778万8千円は、消費税および地
方消費税資本的収支調整額 397万
7千円および過年度分損益勘定留保
資金 5,381万1千円で補填しまし
た。

歳出予算内訳

　地方交付税
　（44.80%）
77億9,467万5千円

分担金および負担金（0.86%）
1億4,964万1千円

使用料および手数料
（0.98%）
1億7,128万9千円

国庫支出金
（12.79%）
22億2,613万1千円

県支出金
（6.51%）
11億3,226万8千円

町債（7.34%）
12億7,682万1千円

繰越金
（4.45%）
7億7,434万7千円

　その他の収入
　（12.00%）
20億8,679万3千円

歳入総額

173億9,964万4千円

町税
（10.27%）
17億8,767万9千円

町税
（10.27%）
17億8,767万9千円

人件費　20.04%
33億1,336万6千円

その他の支出　1.92%
3億1,596万2千円

物件費　13.76%
22億7,463万3千円

扶助費　9.81%　16億2,128万8千円

補助費等　14.16%　23億4,128万7千円

普通建設事業費　12.75%
21億727万8千円

公債費　14.80%
24億4,563万3千円

積立金　3.49%
5億7,629万6千円

繰出金　9.28%
15億 3,390万 9千円

性質別
歳出

総務費
（18.03%）
29億7,996万2千円

　民生費
　（24.61%）
40億6,797万7千円

衛生費
（8.43%）  
13億9,420万6千円商工費（3.85%）　6億3,626万1千円

土木費
（4.76%）
7億8,705万8千円

消防費
（2.91%）
4億8,102万9千円

 教育費
 （6.64%）
10億9,723万9千円    

公債費
（14.80%）
24億4,563万3千円

その他の支出（4.93%）　8億1,540万円

歳出総額

165億2,965万2千円

　 農林水産業費
　 （11.04%）
18億2,488万7千円

　 農林水産業費
　 （11.04%）
18億2,488万7千円

　地方交付税
　（44.80%）
77億9,467万5千円

分担金および負担金（0.86%）
1億4,964万1千円

使用料および手数料
（0.98%）
1億7,128万9千円

国庫支出金
（12.79%）
22億2,613万1千円

県支出金
（6.51%）
11億3,226万8千円

町債（7.34%）
12億7,682万1千円

繰越金
（4.45%）
7億7,434万7千円

　その他の収入
　（12.00%）
20億8,679万3千円

歳入総額

173億9,964万4千円

町税
（10.27%）
17億8,767万9千円

町税
（10.27%）
17億8,767万9千円

人件費　20.04%
33億1,336万6千円

その他の支出　1.92%
3億1,596万2千円

物件費　13.76%
22億7,463万3千円

扶助費　9.81%　16億2,128万8千円

補助費等　14.16%　23億4,128万7千円

普通建設事業費　12.75%
21億727万8千円

公債費　14.80%
24億4,563万3千円

積立金　3.49%
5億7,629万6千円

繰出金　9.28%
15億 3,390万 9千円

性質別
歳出

総務費
（18.03%）
29億7,996万2千円

　民生費
　（24.61%）
40億6,797万7千円

衛生費
（8.43%）  
13億9,420万6千円商工費（3.85%）　6億3,626万1千円

土木費
（4.76%）
7億8,705万8千円

消防費
（2.91%）
4億8,102万9千円

 教育費
 （6.64%）
10億9,723万9千円    

公債費
（14.80%）
24億4,563万3千円

その他の支出（4.93%）　8億1,540万円

歳出総額

165億2,965万2千円

　 農林水産業費
　 （11.04%）
18億2,488万7千円

　 農林水産業費
　 （11.04%）
18億2,488万7千円

※その他の支出
議会費・災害復旧費・諸支出金

※その他の支出
維持補修費・災害復旧事業費・
投資および出資金・貸付金

特別会計の 予算執行状況
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予算額 1億9,660万円
収入済額 1億9,635万1千円
支出済額 1億9,429万9千円
歳入歳出差引額 205万2千円

予算額 32億4,962万6千円
収入済額 32億2,501万4千円
支出済額 31億9,813万6千円
歳入歳出差引額 2,687万8千円

予算額 3億2,876万円
収入済額 3億3,413万円
支出済額 3億2,130万3千円
歳入歳出差引額 1,282万7千円

歳 入 総 額 173億9,964万4千円
歳 出 総 額 165億2,965万2千円
歳 入 歳 出 差 引 額 8億6,999万2千円
翌年度に繰り越すべき財源 1億706万9千円
実 質 収 支 7億6,292万3千円

予算額 30億6,709万5千円
収入済額 30億2,402万8千円
支出済額 30億919万3千円
歳入歳出差引額 1,483万5千円

予算額
収入 7億4,835万5千円
支出 7億4,835万5千円

収入済額 6億9,339万円
支出済額 6億7,209万円
歳入歳出差引額 2,130万円

予算額
収入 2億4,548万9千円
支出 5億2,253万6千円

収入済額 1億7,684万2千円
支出済額 4億2,244万8千円
歳入歳出差引額 ※△ 2億4,560万6千円

区　　分 予  算  額
町税 17億3,551万6千円
地方交付税 75億9,856万3千円
分担金および負担金 1億5,237万9千円
使用料および手数料 1億6,393万円
国庫支出金 24億975万2千円
県支出金 12億4,235万3千円
繰越金 7億7,434万6千円
町債 15億6,642万1千円
その他の収入（※） 20億6,088万円
構成比はそれぞれの区分ごとに四捨五入して
いるため、区分ごとの合計は100％にならな
いことがあります。

④小規模下水道特別会計③介護保険特別会計②後期高齢者医療特別会計①国民健康保険特別会計

⑨上水道事業会計
１．収益的収支 ２．資本的収支

※上水道事業会計における資本的
収入額が資本的支出額に不足する
額 2億4,560万6千円は、消費税お
よび地方消費税資本的収支調整額 
1,734万円、過年度分損益勘定留保
資金 2億1,826万6千円、減債積立
金 1,000万円で補填しました。

歳入予算内訳

　地方交付税
　（44.80%）
77億9,467万5千円

分担金および負担金（0.86%）
1億4,964万1千円

使用料および手数料
（0.98%）
1億7,128万9千円

国庫支出金
（12.79%）
22億2,613万1千円

県支出金
（6.51%）
11億3,226万8千円

町債（7.34%）
12億7,682万1千円

繰越金
（4.45%）
7億7,434万7千円

　その他の収入
　（12.00%）
20億8,679万3千円

歳入総額

173億9,964万4千円

町税
（10.27%）
17億8,767万9千円

町税
（10.27%）
17億8,767万9千円

人件費　20.04%
33億1,336万6千円

その他の支出　1.92%
3億1,596万2千円

物件費　13.76%
22億7,463万3千円

扶助費　9.81%　16億2,128万8千円

補助費等　14.16%　23億4,128万7千円

普通建設事業費　12.75%
21億727万8千円

公債費　14.80%
24億4,563万3千円

積立金　3.49%
5億7,629万6千円

繰出金　9.28%
15億 3,390万 9千円

性質別
歳出

総務費
（18.03%）
29億7,996万2千円

　民生費
　（24.61%）
40億6,797万7千円

衛生費
（8.43%）  
13億9,420万6千円商工費（3.85%）　6億3,626万1千円

土木費
（4.76%）
7億8,705万8千円

消防費
（2.91%）
4億8,102万9千円

 教育費
 （6.64%）
10億9,723万9千円    

公債費
（14.80%）
24億4,563万3千円

その他の支出（4.93%）　8億1,540万円

歳出総額

165億2,965万2千円

　 農林水産業費
　 （11.04%）
18億2,488万7千円

　 農林水産業費
　 （11.04%）
18億2,488万7千円

愛南町財政事情の作成および公表に関する条例の規定に基づき、　　令和3年度における愛南町の財政状況を公表します。

※その他の収入
地方譲与税・利子割交付金・配当割交付金・株式等譲渡所得割交付金・地方消
費税交付金・自動車取得税交付金・地方特例交付金・交通安全対策特別交付金・
財産収入・寄附金・繰入金・諸収入

令和３年度 愛南町の予算執行状況　（下半期）についてお知らせします。

一般会計の 予算執行状況

特別会計の 予算執行状況
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問 ：学校教育課　電話：72ｰ1113

愛南町公立小中学校再編計画の策定について
　　愛南町教育委員会では、６月29日の定例会において「愛南町公立小中学校再編計画」を策定しました。
計画には、具体的な学校再編の内容として、その枠組みと再編年度、学校再編に係る教育委員会・学校等の
方策などが示されています。ただし、引き続き意見交換などを必要とする学校は、協議を継続していくこととして
います。
　　保護者の皆さまには、学校、保育所、幼稚園を通じてお知らせし、地域の皆さまには回覧いたします。
　　愛南町公立小中学校再編計画は、愛南町教育委員会ホームページに掲載し
ています。 愛南町

教育委員会
ホームページ

区　分 土　地 建　物
本庁舎 11,314.88㎡ 7,505.25㎡
その他の
行政機関

消防施設 14,444.62㎡ 6,198.56㎡
その他の施設 396,875.15㎡ 19,651.29㎡

公共用
財産

学校 254,901.47㎡ 68,115.48㎡
公営住宅 82,116.85㎡ 36,682.42㎡
公園 110,009.00㎡ 474.43㎡
その他の施設 484,017.32㎡ 93,747.38㎡

宅地 111,014.19㎡ －
田畑 10,076.00㎡ －
山林 19,286,165.60㎡ －
その他 86,694.90㎡ 4,523.35㎡

合　計 20,847,629.98㎡ 236,898.16㎡

区　分 現在高
財政調整基金 43億1,352万3千円
減債基金 3億6,721万5千円
公共施設マネジメント基金 10億7,350万円
防災対策基金 6億4,686万円
地域福祉基金 7億5,489万円
水資源対策基金 2億5,725万6千円
ふるさとづくり基金 8億9,148万6千円
森林環境譲与税基金 5,211万8千円
中山間ふるさと水と土保全基金 4,960万1千円
地域活性化基金 27億2,674万4千円
諏訪公園管理基金 433万6千円
肉用牛貸付基金 1,932万6千円
国民健康保険財政調整基金 5,382万1千円
介護保険給付費準備基金 1億7,080万4千円

計 113億8,148万円

⑥基金

※基金現在高を町民1人当たりに換算すると、約56万2
千円になります。

※地方債現在高を町民1人当たりに換算すると、約85万1千円になります。
　（令和4年3月31日現在の住民基本台帳人口19,868人により算出）
※実質的地方債残高(見込み)は、後年度において交付税措置される見込み額を差し引いているため、
　その差し引き後の町民1人当たりで換算すると、約18万4千円になります。

①土地 ･建物
（令和３年度末現在）

【一般会計】

区分 現在高
深浦浮桟橋 1個
青桐桟橋 1個

②動産

④無体財産権 ⑤出資金 ･出捐金

③工作物
区分 現在高

浄化槽 1,013基

区分 現在高
商標権 7件

6億2,390万5千円

会　計 現在高
地方債 一時借入金 実質的地方債残高（見込み）

一般会計 169億1,484万3千円 － 36億4,667万9千円
小規模下水道特別会計 5億8,404万2千円 － 1億8,368万8千円
浄化槽整備事業特別会計 1億7,500万9千円 － 4,747万5千円
上水道事業会計 32億5,439万3千円 － 28億5,953万1千円

計 209億2,828万7千円 － 67億3,737万3千円

財産の状況

地方債・一時借入金の状況

問 ：企画財政課　電話：72︲7317

（令和3年度末現在）
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　　えひめ南予きずな博実行委員会では宝くじの助成金を受け、5月28日㈯・29日㈰の2日間に渡り「E-BIKE
ツーリングinあいなん」を開催しました。
　　両日とも定員以上の申し込みがあり、県内外さまざまな方にご参加いただきました。地元の方々（南宇和高等
学校ボランティア部、南宇和高等学校および宇和島東高等学校津島分校サイクリングクラブ、宇和島東高等学
校津島分校チアリーディング部、愛南町商工会）のご協力もあり、「高校生や商工会女性部からの温かいおもて
なしに大満足」、「高校生の応援のおかげで完走できた」「愛南町の美しい景色とおいしいものを堪能できた。ま
た来たい」「篠山小中学校の生徒さんからのメッセージに感動した」などの声をいただきました。
　　今回のイベントを通じ、地元の方々が地域の魅力を発信することで、県内外に新たな愛南町ファンを作ること
ができたのではないでしょうか。

えひめ南予きずな博　2-Dayサイクリングイベント
「E-BIKEツーリングinあいなん」を宝くじの助成金（コミュニティ助成事業）で実施

問 ：商工観光課　電話：72ｰ7315

　　コミュニティ助成事業とは

　　一般財団法人自治総合センターが、宝くじの社会貢献
広報事業として、コミュニティ活動に必要な備品や集会施
設の整備、安全な地域づくりと共生のまちづくり、地域文
化への支援や地域の国際化の推進および活力ある地域
づくりなどに対して助成を行い、地域のコミュニティ活動
の充実・強化を図ることにより、地域社会の健全な発展と
住民福祉の向上に寄与するための事業を行っています。

2日目高茂岬コース

1日目篠山林道コース

▲出発式での清水雅文町長あいさつ

◀
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問 ：保健福祉課　電話：72ｰ1212

愛南町
ホーム
ページ

子宮頸がん予防ワクチンのキャッチアップ接種について
　　平成25年に差し控えをしていた子宮頸がんワクチン（HPVワクチン）が、令和4年4月1日より積極的勧奨と
なり、差し控えをしていた時期の方に対しても、接種の機会を設けることになりました。
　　対象となる方には個別通知をしています。説明をよく読んで接種してください。

▶対象者　　
　　・平成9年4月2日から平成18年4月1日生まれまでの女子
　　・HPVワクチンの規定接種回数（3回）を終えていない未接種者・接種中断者
　　・接種時に愛南町に住民登録がある方
▶接種回数　　3回（筋肉注射）
▶ワクチン　　サーバリックス・ガーダシル
▶接種期間　　令和4年4月1日から令和7年3月31日まで
▶接種費用　　無料
▶接種場所　　県内の委託医療機関　　※事前予約が必要です。
▶ワクチンの効果　　子宮頸がんを起こすHPVウイルスの感染を50～70パーセント防ぐ
▶ワクチンの副反応　　接種部位の痛みや腫れ、赤み（まれに、重い症状（アレルギー症状など）が起こることが
　　あります）
▶償還払いについて
　　①県外で接種される場合は、定期予防接種と同様に事前申請が必要です。
　　②定期接種の時期を過ぎて、すでに自費で接種した場合も、申請後に償還払いします（令和4年4月1日時　
　　　　点で愛南町に住所がある方が対象です）。
　　※事前に連絡してから手続きにお越しください。

「愛南町鳥獣害に強い地域づくり事業補助金」のお知らせ
　　町では、野生鳥獣による農作物や生活環境などへの被害を防止するため『愛南町鳥獣害に
強い地域づくり事業補助金』を創設しました。ニホンザル追い払い用エアガンの購入、鳥獣の
隠れ場所となる耕作放棄地や雑木林などの伐採に係る費用などについて支援します。詳しく
は、農林課までお問い合わせください。
※申請書などの必要書類は、農林課にあるほか、町ホームページからもダウンロードできます。

問 ：農林課　電話：72ｰ7311

事業区分 補助対象者 補助対象経費 補助率 補助金限度額

野生鳥獣追い払い
用具整備補助金

交付対象団体
および個人

野生鳥獣を追い払うための用具の購入費
・ロケット花火などの追い払い花火
・追い払い用電動エアガン
・野生鳥獣が嫌う忌避剤や防鳥糸
・その他町長が認めるもの

購入費の２分の１
以内

補助上限額
1万円

野生鳥獣が近づき
にくい環境整備補助金

交付対象団体

耕作放棄地や森林、防護柵周辺の管
理、放任果樹等の伐採および環境整備
に係る経費のうち人件費を除く次のもの
・燃料代、機器の購入代および使用料、
消耗品費など

補助対象経費の
２分の１以内

補助上限額
2万５千円

愛南町
ホーム
ページ
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日曜総合健診について
▶実施日　　10月16日㈰・11月20日㈰
▶場所　　城辺保健福祉センター
▶受付時間　　8:30～11:00/13:30～14:30 
▶費用　　無料
▶申込期限＜完全予約制＞
　　10月16日分⇒9月5日㈪　17時まで
　　11月20日分⇒10月7日㈮　17時まで
　　※定員になり次第申し込みを締め切ります。当日は
　　託児有（要予約）
▶内容・対象
　　・特定健診⇒30歳以上（40歳以上は受診券と保　
　　　険証が必要）
　　・胃がん・大腸がん・肺がん検診⇒40歳以上
　　・前立腺がん検診⇒50歳～79歳男性
　　・子宮頸がん検診⇒20歳以上女性
　　・骨粗しょう症検診⇒20歳～79歳女性
　　・乳がん検診（マンモグラフィー）⇒40歳以上女性
　　・乳がん検診（乳房超音波検診）⇒30～39歳女性
　　・肝炎ウイルス検診⇒40歳以上（過去に受診したこ
　　　とのない方）

　　健診の予約はWEBからも可能です。下記の二次元
コードから予約してください。

検診予約
システム

問 ：保健福祉課　電話：72ｰ1212

愛南町が【夏のDiｇi田甲子園】
全国大会へ進出

　　「デジタル田園都市国家構想」の一環として、全
国の市町村が実施する取り組みやアイデアを総理
大臣が表彰する「夏のDiｇi田（デジデン）甲子園」
の愛媛県予選で愛南町の取り組みが評価され、松
山市・宇和島市・伊方町と共に全国大会への進出
が決まりました。
　　町では【コロナ禍でも持続可能、「ぎょしょく教
育」活動のDX】として、愛南町ぎょしょく普及推進協
議会と連携し、町内外の小中学校児童生徒を対象
に動画やアプリケーション、インターネット中継などを
活用した取り組みを行っています。
　　また、令和2年度からは新型コロナウイルス感染
症による自粛に対応した町外へのぎょしょく教育出
前講座や調理実習などDX事業にも取り組んでお
り、各小中学校に導入された情報端末を使用したリ
モートによる遠隔授業も行っています。
　　今夏行われる全国大会では、各都道府県の優れ
た取り組みやアイデアの動画が公式サイトに掲載さ
れ、インターネット投票が行われています。
　　投票を通じて応援をお願いします。

問 ：水産課（西海支所内） 電話：82ｰ1376

Digi田
甲子園
特設サイト

愛南版応援金のお知らせ
　　町内の事業者（農林漁業者含む）の事業継続を支援するため、町独自に事業復活支援金・えひめ版応援金
（第４弾）に上乗せし、または減収に応じ、「愛南版応援金」を交付します。
▶対象者　　
　　・原油価格や電気・ガス料金を含む物価の高騰、仕入れ価格上昇などの影響を受けている方
　　・国の「事業復活支援金」を受給した方
　　・県の「えひめ版応援金（第4弾）」を受給した方
　　・令和4年1月から6月までの期間のうち、
　　　　①その１カ月と、令和３年、令和２年または令和元年（平成31年）の同月比で、30%以上の売上減少がある方
　　　　②その連続２カ月と、令和３年、令和２年または令和元年（平成31年）の同連続月比で、15%以上の売上減
　　　　　　少がある方
▶申請期限　　8月31日㈬
▶申請窓口　　役場本庁商工観光課

問 ：商工観光課　電話：72ｰ7315

再周知

インター　
ネット投票
フォーム　

愛南町
ホーム
ページ
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マイナンバーカードの受け取りについて

　　マイナンバーカードを申請後、１～２カ月ほどではがき（交付通知書）をお届けします。必要な書類をお持ちの
上、所定の受け取り場所（町民課、各支所)へお越しください。
　　書類に不備がある場合、即日交付することができませんのでご注意ください。

▶必要な書類
　　1.　ご自宅に届いたはがき（交付通知書）
　　2.　通知カード　　※紛失している場合は紛失届を提出していただきます。
　3.　本人確認書類（別表Ａの書類１点またはＢの書類２点）

【上記１のはがきを紛失した場合】
　　①　別表Ａの書類２点またはＡの書類１点とＢの書類１点合わせて２点
　　②　通知カードの提出（個人番号通知書の提示）ができる場合は、別表Ａの書類１点またはＢの書類２点

▶注意事項
　　1.　15歳未満または成年被後見人の方は法定代理人の同行が必要です。
　　2.　やむを得ない理由により本人の来庁が困難であると認められる場合のみ代理人が受け取ることができま
　　　　　すが、必要な書類が異なります。必ず事前にお問い合わせください。

【別表：本人確認書類】

A
運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード（顔写真付）、運転経歴証明書（平成24年4月1日以降
に交付されたもの）、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳（顔写真付）、在留カード、特
別永住者証明書、マイナンバーカード（再交付の場合）など

B

健康保険証、介護保険被保険者証、医療受給者証、年金手帳、年金証書、社員証、学生証、学校名が
記載された各種書類、母子手帳、生活保護受給者証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、
小型船舶操縦免許証、無線従事者免許証、宅地建物取引士証、船員手帳、官公署がその職員に対し
て発行した身分証明書など

▶はがき（交付通知書）記載例
　　窓口混雑緩和のため、　　　　　　枠内をあらかじめご記入の上ご持参ください。

問 ：町民課　電話：72ｰ7300

受取期限・交付場所
を確認してください。

時間帯や窓口の状況により、手続
きの際にしばらくお待ちいただくこ
とがあります。ご了承ください。

愛南町
ホーム
ページ
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オンライン申請用QRコード付きマイナンバーカード交付申請書について

〈送付される封筒と交付申請書〉

登録したメールアドレス宛に、申請が完了し
た旨のメールが届けば申請完了です。

●ご自分やご家族が撮影した顔写真を登録できます。
●使用するスマートフォンやメールアドレスは、申請者ご自身のものでなくても申請可能です。
●QRコードは、それぞれ異なりますのでお間違えのないよう注意してください。

申請書のQRコードを読み取り、
画面の案内に従って、メールア
ドレス、申請情報などの入力、顔
写真の登録を行います。

　　マイナンバーカードをまだお持ちでない方（※）に、７月下旬から９月上旬にかけて、オンライン申請用QRコー
ド付きマイナンバーカード交付申請書が順次送付されます。
　　この申請書は、国と地方公共団体が共同で運営する「地方公共団体情報システム機構」（J-LIS）から送付
されます。スマートフォンなどで申請書のQRコードを読み取ることで簡単に申請ができますので、ぜひご活用く
ださい（郵送での申請も可能です）。

●75歳以上の方で、令和２年度または令和３
年度に後期高齢者医療広域連合からマイナン
バーカード交付申請書が送付されている方

●令和４年１月１日以降に出生または国外から
転入された方
⇒出生時または転入時に地方公共団体情報シ
ステム機構（J-LIS）から個人番号通知書など
と一緒に交付申請書が送付されています。●在留期間の定めのある外国人住民の方

⇒地方出入国在留管理局でマイナンバーカード
の交付申請などについてお知らせをしています。 ●その他、諸事情により住民票の住所と異なる

居所情報を登録している方

※以下のような方には交付申請書は送付されません。

⇒

問 ：町民課　電話：72ｰ7300

「地方公共団体情報システム機構（J-LIS）
 から送付されます。

　総務省のロゴマークも入っています。

※QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です
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新婚さんの新生活を応援します
　　町では、新婚世帯を対象に、婚姻に伴う新居の
取得や賃借、新居への引越し費用、住宅のリフォー
ムの補助を行います。
　　詳しくは、企画財政課までお問い合わせください。
▶対象者
　　婚姻日において夫婦ともに39歳以下
　　世帯所得400万円未満の新婚世帯
▶補助金額
　　①　夫婦の年齢がともに29歳以下の場合
　　　　　　⇒60万円
　　②  ①以外の夫婦の場合⇒30万円
▶申請期間　　婚姻日から１年間

問 ：企画財政課　電話：72ｰ7317

付加保険料をご存知ですか？
　　国民年金第１号被保険者ならびに任意加入被保険
者は、定額保険料に付加保険料を上乗せして納めるこ
とで、受給する年金額を増やすことができます。
▶定額保険料：月額16,590円（令和４年度）
　（１）納めることができる人：国民年金第１号被保険　　
　　　　　者、任意加入被保険者（65歳以上の方を除く）
　（２）付加保険料の月額：400円
　（３）付加年金額：「200円×付加保険料納付月数」　
　 ※例えば、20歳から60歳までの40年間、付加保険　
　　　　料を納めた場合の付加年金額は、
　　　　200円×480月（40年）＝96,000円/年
▶その他
 ・ 付加保険料の納付は、申し込みした月分からとなり　
　　 ます。
 ・ 国民年金基金加入者の方は、付加年金を納めること
　　はできません。

問 ：宇和島年金事務所国民年金課
　　 電話：0895ｰ22ｰ5440
　　 町民課　電話：72ｰ7300

児童扶養手当の現況届・特別児童
扶養手当の所得状況届について

　　児童扶養手当の現況届・特別児童扶養手当の所得
状況届の受け付けを次の日程で行いますので、必ず手
続きを行ってください。
　　なお、受給資格者には個別に通知しています。
【児童扶養手当】
▶受付日程
　　８月1日㈪～31日㈬（土日・祝祭日は除く）
　　8:30～17:15
【特別児童扶養手当】
▶受付日程

８月12日㈮～9月9日㈮（土日は除く）
　　8:30～17:15

▶場所　　役場本庁保健福祉課
　　上記以外の日時を希望される方は、必ずご連絡をお
願いします。詳しくは、お問い合わせください。

問 ：保健福祉課　電話：72ｰ1212

愛南町
ホーム
ページ

愛南町
ホーム
ページ

愛南町
ホーム
ページ

　　平日に役場に来庁することが難しい方のために、
日曜日に「臨時窓口」を開設します。
　　この機会にぜひマイナンバーカードの受け取りを
お願いします。
▶日程・開設場所　
　　８月14日㈰　9:00～16:00　
　　本庁町民課　⇒　町民課のみの受け取り。
　　８月28日㈰　9:00～16:00
　　本庁町民課・各支所　⇒　はがきに記載されてい
　　る受け取り場所を確認の上ご来庁ください。
※時間帯や窓口の状況により、手続きの際にしばら
　　くお待ちいただくことがあります。
　　あらかじめご了承ください。

マイナンバーカード日曜日
「臨時窓口」開設について

問 ：町民課　電話：72ｰ7300

愛南町
ホーム
ページ
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愛南町登録統計調査員を募集

　　町では、統計法に基づく統計調査業務に従事し
ていただける方をあらかじめ募集し、登録していま
す。
　　興味のある方は、企画財政課までお気軽にお問
い合わせください。
　　なお、調査員登録の際には、調査員証明書に添
付する写真を撮影させていただきます。
▶統計調査員の仕事
　　調査員事務説明会への出席、調査票の配布およ
　　び回収、調査書類の審査など
▶任命期間　　各種調査毎２カ月程度
▶報酬　　従事する統計調査によって異なります。

問 ：企画財政課　電話：72ｰ7317

お得に旅して、愛南を楽しもう！
「愛南泊まって得旅キャンペーン」

　　新型コロナウイルス感染症の影響を受けた観光
需要の回復を図るため、町外からの宿泊者を対象
に、お得なキャンペーンを開催します。
　　この機会に、愛南町でお得に楽しんでいただける
よう、町外にお住まいのご家族やご友人にお声かけ
ください。

▶キャンペーン期間　　 ８月10日㈬～９月30日㈮
▶対象　　
　　町内の登録宿泊施設に宿泊した町外在住者
▶内容　　宿泊当日と翌日に、町内で飲食や買い物　
　　などで総額1万円以上ご利用された方に、後日口
　　座振り込みにより5千円をキャッシュバックします。
※宿泊費は含まれません。また、宿泊人数分×５千　
　　円を上限とします。
※飲食や買い物などの領収書（原本・レシート不　　
　　可）が必要です。

問 ：商工観光課　電話：72ｰ7315

　　総務課が管理するマイクロバスなどの臨時運転
手を募集します。運転する車両はマイクロバス３台お
よび普通車（10人乗り）２台の計５台です。
　　申し込み者の中から選考して臨時運転手を決定
するため、申請のあった方すべてを採用するとは限り
ません。募集要件がありますので、詳しくは町ホーム
ページをご確認いただくか、総務課管財係までお問
い合わせください。
※あいなんバスおよびスクールバスの運転手では　
　　ありませんので、ご留意ください。
▶申込期間　　８月１日㈪～31日㈬まで

臨時運転手の募集
募 集

問 ：総務課　電話：72ｰ1211

「愛南町暴力追放JUMIN大会」を
開催します

　　暴力団のいない明るく住みよいまちづくりを実現
するため、関係機関が一体となって「愛南町暴力追
放JUMIN大会」を開催します。
  当日は弁護士による「社会から暴力団排除にむけ
て」と題した講演、愛媛県警察本部から暴力団の現
状と対策に関する報告、またアトラクションとして愛媛
県警察音楽隊によるステージ演奏などが行われま
す。ぜひご参加ください。
▶日時　　８月６日㈯　　
　　　　　　　　開場12:30／開始13:00～15:00
▶場所　　御荘文化センターホール
▶参加申込み　　不要

※ 新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては、
大会を中止または内容変更する場合があります。

問 ：総務課　電話：72ｰ1211
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問 ：建設課　電話：72︲7313

　　現在、空室となっている町営住宅の入居者を募集します。

１．公営住宅

種別 管内 住宅名称および所在地
構造

築年月
間取り 月額家賃 駐車場

地デジ
受信

単身
入居

公
営
住
宅

城辺
中原団地（1階103号室）
城辺甲10番地3

ＲＣ造3階建
平成9年

3DK
75.40㎡

21,900円～
32,600円

有 〇

御荘

長崎団地（3階305号室）
御荘平城343番地3

ＲＣ造3階建
昭和56年

3DK
68.90㎡

12,700円～
19,000円

有 〇

中浦団地（3階307号室）
中浦1677番地1

ＲＣ造３階建
昭和53年

3DK
56.30㎡

8,800円～
13,100円

有 〇 可

西海
福浦団地（1階１０１号室）
福浦273番地

ＲＣ造３階建
昭和63年

3DK
64.12㎡

12,700円～
18,900円

有 ※

※テレビ難視聴地域ですので、ケーブルテレビ等への加入が必要です。また、単身での申し込みができるのは、年齢　
　が60歳以上または障害者手帳を所持している方が単身入居可の住宅に申し込む場合のみです。

２．特定公共賃貸住宅

種別 管内 住宅名称および所在地
構造

築年月
間取り 月額家賃 駐車場

地デジ
受信

特記
事項

特
定
公
共

賃
貸
住
宅

城辺
猿田団地（１階10５号室）（３階302
号室）
城辺甲3851番地1

RC造3階建
平成7年

3DK・2LDK
73.98㎡～
76.46㎡

53,000円 有 〇

西海
久家団地（3階301号室）
久家23番地1

RC造3階建
平成8年

4DK
94.94㎡

37,000円 有 ※

※テレビ難視聴地域ですので、ケーブルテレビ等への加入が必要です。

▶申込受付期間　　8月8日㈪～18日㈭
▶申込方法　　各団地（住宅）ごとでの申し込みとなり、役場本庁建設課または各支所で入居申し込み手続きが行えます。

入居資格や収入基準（月額所得）など、詳しくは町ホームページをご覧いただくか、建設課にお問い合わせください。

町営住宅の入居者募集
募 集

①講演 平城貝塚の魅力と可能性 同志社大学教授　　水ノ江 和
かずとも

同氏　

②講演 （仮）地域に国史跡があるという
意味 愛媛大学教授　　村上 恭

やすゆき

通氏

③座談会 平城貝塚の国史跡指定とその
先を目指して

コーディネーター
瀬戸内海考古学研究会副代表　谷若 倫

み ち ろ う

郎氏

　町が第３次愛南町総合計画に盛り込んだ平城貝塚の国史跡指定の意義と、その意味合いについてシンポジ
ウムを開催します。定員は先着４００人です。申し込みが必要で、8月1日㈪から役場本庁生涯学習課で受け付
けします。詳細は、広報９月号と一緒に配布するチラシをご参照ください。

令和４年度愛南町生涯学習講座「平城貝塚の国史跡指定とその先を目指して」

問 ：生涯学習課　電話：73ｰ1112

▶開催日時　　令和４年１０月２日㈰　　開場 12:00 / 開始13:00～16：10 終了予定
▶開催場所　　御荘文化センターホール
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