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　　説明会は事前予約制です。 参加される方は、 電話による申し込みが必要です。
▶登録申請相談会

制度の概要を説明した後、 登録申請を希望される方の申請手続きをサポートします。

　消費税インボイス制度説明会について

宇和島税務署　　個人課税第一部門/法人課税第一部門
電話：０８９５-２２-４５１１

　　電話によるお問い合わせは、自動音声案内により案内していますので、「２」を選択してください。

開催日 開催時間 定員 開催場所

8月 30日㈫

10:00～ 11:30

20人
宇和島税務署２階大会議室
（宇和島市堀端町１-38）

9月 27日㈫ 20人

9月 28日㈬ 30人 愛南町役場本庁３階大会議室

開催日 開催時間 定員 開催場所

8月 30日㈫
13： 30～ 14:30

20人
宇和島税務署２階大会議室
（宇和島市堀端町１-38）

9月 27日㈫ 20人

▶消費税の申告をされたことがない方向け説明会
免税事業者の方などを対象に制度の説明をします。

お知らせ

募　集

　　宇和島地区広域事務組合では、令和５年度採用
の職員【第2期】を7月25日から募集しています。

宇和島地区広域事務組合職員募集

▶職種　　看護職、介護A・B、栄養士
▶試験日　　9月１8日㈰
▶受付期間　　8月25日㈭　　23：59まで
※2次試験は、1次試験合格者のみに通知します。
▶採用年月日（予定）　　令和5年4月1日
▶受験手続き　　受験申し込みは、組合ホームペー

ジによる申し込み（電子申請）のみとなります。
持参・郵送・その他の方法での申し込みは受け

付けできませんのでご注意ください。
　　なお、申し込みにはパソコンまたはスマートフォン
のメールアドレスが必要です。

宇和島地区
広域事務組合
ホームページ

宇和島地区広域事務組合管理課人事係
電話：0895-22-8664

催　し
「えひめ南予きずなカード」で
南予をお得に巡ろう！

  えひめ南予きずな博の開催期間中、南予地域の
400店舗以上でお得な特典が受けられる「えひめ
南予きずなカード」を絶賛発売中！！
お求め方法、使い方は簡単！
①加盟店舗で1枚500円（税込み）できずなカー

ドを購入。※加盟店舗はきずなカードホーム
ページで確認できます。

②カードが利用できるお店を探す。
③お店できずなカードを提示。

きずなカードは1枚で期間中に何度でも使用で
きます。
南予をお得に巡って楽しもう！詳細は、ホーム

ページをご覧ください。

えひめ南予きずなカード運営事務局
電話：0120-267-143

えひめ南予
きずなカード
ホームページ
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催　し

城辺夏まつり2022
くじ付き協賛券のご案内

　　城辺夏まつり2022は皆さまのくじ付き協賛券
購入により花火の打ち上げを行います。 豪華賞品
があたるチャンスですのでぜひご購入にご協力を
お願いします。
　　あなたの協力で花火があがります！
▶事前販売所

愛南町観光協会（道の駅みしょうMIC内）
愛南町商工会ほか
（販売店は公式インスタグラムからも確認できます）
▶当日販売所　　イベント会場内販売ブース

（17:00～19:00）
▶花火打ち上げ日時　　8月28日㈰　20:30～
▶抽選日時場所　　同日19:30～

南レク城辺公園野球場

愛南町商工会  電話：73ｰ0700

愛南町城辺
夏まつり
インスタグラム

愛南町商工会  電話：73ｰ0700

催　し

愛南町盛
せ い し ゅ ん ま ん き つ

旬満喫スタンプラリー

　　愛南町観光振興等イベント補助金対象事業お
よび、えひめ南予きずな博連携イベントとして「愛
南町盛

せ い し ゅ ん ま ん き つ

旬満喫スタンプラリー」を7月1日㈮～9月
30日㈮まで開催します。
　　愛南町内の１０店舗を巡るスタンプラリーです。
参加された方は 【 ＃愛南盛旬満喫中】 とタグ付け
して情報発信PRにご協力ください。 抽選で愛南
町の特産品が当たります！この機会に、 ぜひ各店
で町の旬を満喫してください！
　　詳しい情報は店頭ポスター、 チラシまたはLINE
公式アカウントをご覧ください。

愛南びやびや広め隊
電話：0895ｰ85ｰ1155

愛南町盛旬
満喫スタンプ
ラリー
公式ライン

　　税務署では、納税者の皆さまをお待たせしない
よう、面接相談の事前予約制を実施しています。面
接相談を希望される方は、所轄の税務署に電話で
相談日時を予約してください。予約の際に、住所・
氏名・相談内容をお伺いし、相談日にお持ちいた
だく書類などをお伝えします。

電話の前に検索！
　　国税庁ホームページでは、国税に関する情報を
検索したり、申告書・届出書などの様式を入手す
ることができます。

税務署での面接相談は事前予約が
必要です

相　談

国税庁
ホーム
ページ

宇和島税務署　電話：０８９５-２２-４５１１

愛媛県警察官・警察事務職員募集
〇警察官（高校卒程度）
▶受付期間　　８月25日㈭～９月13日㈫
▶第一次試験　　10月15日㈯・16日㈰
▶受験資格　　17歳以上32歳未満の者（大学卒

業者または卒業見込みの者を除く）
※年齢は令和4年４月１日現在

▶採用予定時期　　令和5年４月１日
〇警察事務職員（初級）
▶受付期間　　８月12日㈮～29日㈪
▶第一次試験　　９月25日㈰
▶受験資格　　17歳以上21歳未満の者（大学卒

業者または卒業見込みの者を除く）
※年齢は令和4年４月１日現在

▶採用予定時期　　令和5年４月１日

愛南警察署　電話：72-0110

募　集
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㈱東京リーガルマインド
松山支社
電話：０８９-961-1333

▶期日 　9月21日㈬～12月20日㈫の3カ月間
▶内容　　スマートフォン、インターネットを活用した

在宅型公共職業訓練です。自宅にいながら簿
記に関する知識と労務に関する知識を習得し、
経理事務や総務事務などの事務職を中心とし
た職種への「再就職」を目指します。
▶対象　　ハローワークに求職申し込みを行い、職

業訓練の受講あっせんを受けた方、ならびに
eラーニング受講に必要なパソコン（スマート
フォンでも可）、インターネット接続環境を準備で
きる方
▶定員　　15人
▶料金　　受講料無料（テキスト代税込8,000円）
▶申込期限　　8月8日㈪～9月5日㈪
▶申込先　　ハローワーク宇和島
▶電話番号　　0895-22-8609

eラーニング職業訓練（在宅型）
「事務スキルアップコース（簿記・労務）」

　 　

お知らせ

リーガル
マインド
ホーム
ページ

　　愛媛県では県内にお住まいの国民健康保険加
入者を対象に、スマートフォンアプリで健康づくりを
行うスマートヘルスケア推進事業を実施していま
す。
　　簡単に健康管理がしたい方、運動不足が気に
なる方はスマートフォンで健康づくりを始めてみま
せんか。
　　健康アプリｋｅｎｃｏｍは、歩数の記録や特定健診
結果の確認などができる健康づくりのためのアプ
リです。日々の健康行動でポイントが貯まり、貯まっ
たポイントはさまざまなギフトと交換できます。
　　皆さんも楽しみながら、健康づくりを行いましょう。
▶アプリの登録方法

kencomお客様
サポートコールセンター
電話：050-3174-4916
（平日11:00～15:00）

アプリを使ってポイントを貯めながら
健康になろう！

　 　

お知らせ

愛媛県
ホーム
ページ

　　南予地域のひとり親家庭の母または父および児
童で就業を希望される方を対象に、就職のために
必要なパソコンの知識・技能を身に付ける講習会
を実施します。
▶期間 　9月7日㈬～1月25日㈬まで

毎週水曜日（計18回）9:00～16:00
▶場所　　愛媛県歴史文化博物館第3研修室
▶募集人数　　10人程度
▶受講料　　無料
▶申込方法　　8月1日㈪～8月19日㈮までに役

場本庁保健福祉課へお申し込みいただくか、
ホームページからお問い合わせください。

南予地域パソコン技能取得講座
　 　

お知らせ

愛媛県母子家
庭等就業·自立
支援センター
ホームページ

愛媛県母子家庭等就業
・自立支援センター
電話：089ｰ907-3200

　　病気やその他やむを得ない事由により、中学校
を卒業することができなかった者で令和５年３月
31日㈮までに満15歳以上になる者、および日本
国籍を有しない者で、令和５年３月31日㈮までに
満15歳以上になる者などに対して、中学校卒業
程度認定試験が次のとおり実施されますのでお知
らせします。
▶願書締切日　　９月２日㈮　　※消印有効
▶試験日　　10月20日㈭
▶試験場　　愛媛県中予地方局

出願書類の請求および受験手続きなどについ
てはお問い合わせください。

愛媛県教育委員会事務局指導部義務教育課
電話：089-912-2941

令和４年度就学義務猶予免除者等の
中学校卒業程度認定試験

　 　

お知らせ

愛媛県　ｋｅｎｃｏｍ で検索
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令和4年度危険物取扱者試験（第２回）
〇試験
▶試験日　　10月23日㈰
▶会場　　【一般】松山大学
　　　　　　　　【学生】吉田高等学校ほか
▶願書受け付け
　　【書面】 ８月26日㈮～９月5日㈪
    （提出先：消防試験研究センター愛媛県支部）
　　【電子申請】
　　８月23日㈫9:00～９月2日㈮17:00まで
▶試験種類　　甲・乙・丙種の全種類
▶受験料　　甲種6,600円・乙種4,600円
　　　　　　　　　　丙種3,700円
▶願書配布　　消防本部・各消防署・各分署・各地
　　　方局防災対策室

（一財）消防試験研究センター愛媛県支部
電話：089-932-8808 

〇準備講習会（乙種第４類対象）
▶日時　　９月10日㈯　9:00～17:00
▶会場　　宇和島地区広域事務組合消防本部
▶受講料　　会員5,000円・非会員7,000円
▶テキスト代　　法令1,400円・実務1,400円・
　　問題集1,700円（乙種第４類の場合）
▶受付期間　　講習会当日まで（土日・祝日を除く
    8:30～17:15）

宇和島地区広域事務組合消防本部予防課内
宇和島地区危険物安全協会事務局
電話：0895-22-7501

募　集

※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、    
　　中止となる場合があります。

お知らせ
「電気使用安全月間」です

　　夏は水を使う機会が多いうえに、暑さで汗をか
きやすくなるため感電事故が多く発生しています。
ぬれた手でプラグやスイッチをさわると感電するお
それがあります。
　　電気製品を扱う時は、忙しい時でも、手をよくふ
いてから取り扱う習慣をつけましょう。電気安全の
ご相談は、お気軽にご連絡ください。

一般財団法人 四国電気保安協会宇和島事業所
電話：0895-27-3511

全国一斉「子どもの人権１１０番」
強化週間における電話相談開設
▶相談内容　　いじめ・体罰・不登校・親からの虐　
　　待など、子どもの人権問題に関するあらゆる相　
　　談（秘密厳守・予約不要）
▶相談料　　無料
▶期間　　８月２６日㈮～９月１日㈭
▶時間　　8:30～19:00
　　　　　　　（土日は10:00～17:00）
▶電話番号　　０１２０－００７－１１０
　　　　　　　　　　　（携帯電話からも相談可能）
▶相談担当者　　人権擁護委員、法務局職員

松山地方法務局
電話：０８９－９３２－０８８８

相　談

　　国民年金基金は、自営業者やフリーランスなど
国民年金第１号被保険者の方々が安心して老後
を過ごせるように、国民年金（老齢基礎年金）にゆ
とりをプラスする公的な年金制度です。掛金が全
額社会保険料控除の対象になるなど税制上の優
遇措置があります。
　　また、60歳以上65歳未満の方や海外に居住さ
れている方で国民年金に任意加入している方も加
入できます。
　　資料請求は、全国国民年金基金愛媛支部まで
お問い合わせください。

全国国民年金基金愛媛支部
電話：0120-65-4192（フリーダイヤル）

国民年金基金のお知らせ
お知らせ

海における事故防止について
　　夏季のレジャーシーズン中は、遊泳中に溺れる
事故や釣り中に岸壁や防波堤から海に転落する
事故など、マリンレジャーに伴う海浜事故が多く発
生しています。
　　海に出かける際は、安全に関する知識の入手に
努めるほか、転落防止として、滑らないように足元
をしっかり確認するようにしましょう。
　　詳しくは、ホームページでご確認ください。

宇和島海上保安部交通課
電話：0895ｰ22ｰ1933

海上
保安庁
ホーム
ページ

　 　

お知らせ


