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あいなんバスの停留所の位置が
確認できます

　　町内８路線で運行するあいなんバスのすべての
バス停留所の情報が町ホームページで確認できま
す。バス停の写真や所在地、周辺にある公共施設・
観光施設などを掲載していますのでぜひご覧くださ
い。

問 ：総務課　電話：72ｰ1211

愛南町
ホーム
ページ

令和4年度愛南町将棋交流大会
（ねんりんピック愛顔のえひめ２０２３将棋交流大会愛南町予選会）

▶開催場所　　御荘Ｂ＆Ｇ海洋センター（体育館）
▶開催日時　　10月9日㈰～10月10日㈪
▶開会式　　10月9日㈰　13:00
▶参加費　　１人1,000円

小中学生・高校生交流会
▶参加資格　　町内在住の小中学生および高校生

（松山将棋センターの小中学生を含む）
▶内容

①団体戦
　　　　９日㈰　　１チーム3人のリーグ戦
　　　　10日㈪　　リーグ戦上位者によるトーナメント戦
　②自由対局・初心者への指導など

ねんりんピック予選会
▶参加資格

町内在住で、昭和39年4月1日以前に生まれた人
▶内容　　個人戦

９日㈰　　リーグ戦
10日㈪　　リーグ戦上位者によるトーナメント戦

※ 上位3名をねんりんピック愛顔のえひめ２０２３将棋交
流大会の参加資格者とします。

【参加申し込み】
　申し込み用紙に必要事項を記入の上、役場本庁高齢者支援課または各支所にご提出ください。
　申し込み用紙は、役場本庁高齢者支援課および各支所にあります。
▶申込期限　　９月28日㈬まで

問 ：高齢者支援課(ねんりんピック笑顔のえひめ2023愛南町実行委員会事務局)
　 　電話：72ｰ7325

令和４年就業構造基本調査

　　10月１日㈯現在で就業構造基本調査を実施し
ます。
　　この調査は、日本の就業・不就業の実態を明ら
かにすることを目的として、統計法に基づき実施す
る国の重要な統計調査です。
　　９月上旬から、町内対象10地域の世帯に調査員
がお伺いします。その中で無造作に選ばれた世帯
に調査員が訪問し、本調査を行います。
　　より便利に皆さまにご回答いただくため、パソコン
やスマートフォンを使って、簡単に回答することが可
能となっています。調査の趣旨をご理解いただき、ご
協力をお願いいたします。

愛南町
ホーム
ページ

問 ：企画財政課　電話：72ｰ7317
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9月9日は救急の日

医療機関や救急車の適切な利用にご協力ください

　　近年、休日や夜間、救急病院に軽症の患者が集中し、医師の負担が増えているほか、安易な救急車の呼
び出しで出動回数が増加し、重症患者の搬送に困るケースが増加しています。
　　このままでは、町民の皆さまに適切な医療を提供できなくなる恐れがあり、そうならないために「愛媛の救
急医療を守る県民運動（愛救県民運動）」を実施しています。医療機関や救急車の適切な利用を皆さま一人
一人に心掛けていただく取り組みですので、ご協力をお願いします。

問 ：保健福祉課　電話：72-1212

受診にあたっての３つの心掛け

① なるべく医療機関の通常の診療時間内に受診し
ましょう。

② 救急車で搬送されても、軽症の場合は、通常の受
け付け順となる場合があることに留意しましょう。

③ 休日や夜間で比較的症状の軽い方は、在宅当番
医を利用しましょう。

愛南町
ホーム
ページ

普段からの３つの心掛け

①日頃から「かかりつけ医」を持ちましょう。
② 健康診断や検診などにより、病気の予防や早期

発見に努めましょう。
③家庭で薬を常備しましょう。

症状は軽いけれど、どうすれば・・・

【休日や夜間にどの病院に行けばよいか分からない場合】
・えひめ医療情報ネット(インターネット)
・南宇和郡医師会休日当番医案内(電話：72-1234)

【子どもの急な病気やけがの場合】
・小児救急医療電話相談(＃8000)をご利用ください。

【急な病気やけがで救急車を呼ぶかどうか迷った場合】
・全国版救急受診アプリQ助をインストールしてご利用ください。

【症状に応じた救急医療機関の役割分担】

ー美しい街並みでおもてなしー
9月は「屋外広告物適正化月間」です

　　美しい街並みを確保するため、県・市町が連携して、交通要所や観光地などの景観美化を行っています。信
号機や道路標識に貼られたステッカー・はり紙などは違反広告物です。
　景観美化のため、皆さんのご理解とご協力をお願いします。

問 ：建設課　電話：72ｰ7313
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これから、季節性インフルエンザが流行する時期です。
感染予防には、①人ごみに近づかない ②手洗い ③うがい ④マスクの着用が基本です。

また、予防接種が有効です。接種後、免疫ができるまでには２週間ほどかかります。

新型コロナワクチン接種をされた方は、前後２週間は他の予防接種ができません。

▶高齢者インフルエンザ予防接種

期間 10月15日㈯～12月31日㈯

対象者

① 65歳以上の方（申請不要）
② 60歳以上～65歳未満で下記に該当する方（要申請）
・心臓、腎臓、呼吸器の機能に障害がある方（身体障害者手帳１級程度）
・ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方

接種場所

町内委託医療機関・県内委託医療機関
予約時に「高齢者のインフルエンザ定期予防接種が可能か」の確認をしてください。
※特別な事情（入院・施設入所など）がない限り県外での接種はできません。

県外で接種する場合は、必ず接種前に保健福祉課までご連絡ください。
申請がない場合自己負担になります。

注意
10月15日㈯～12月31日㈯の期間に65歳になる方はお申し込みが必要です。
65歳の誕生日が来てからお申し込みください。

接種当日
必要な物

接種券・予診票・本人確認ができるもの（保険証など）

▶子どもインフルエンザ予防接種

期間 10月１日㈯～令和5年１月31日㈫

対象者
接種回数

① 生後６カ月以上12歳以下の方：２回（申請不要）
② 13～18歳以下の方：１回（申請不要）
③ 町外に住所があるが、愛南町の保育所、学校に在籍している子ども

接種場所
町内委託医療機関
※愛南町に住所がある方で、町外で接種された方は自己負担になります。

償還払いを行いますので、領収書（インフルエンザと要記入）をご持参ください。

接種当日
必要な物

予診票・本人確認ができるもの（保険証など）

▶任意インフルエンザ予防接種

対象者
① 19～64歳以下の方
② 上記の高齢者と子どもインフルエンザ予防接種の期間外に接種した方

補助金額
12歳以下：２回　（１回につき1,000円）
13歳以上：１回　（１,000円）

申請に必要な物
領収書（インフルエンザと要記入）・通帳（本人または家族）
※申請は接種日から1年以内

インフルエンザを予防しましょう

問 ：保健福祉課　電話：72ｰ1212　　　城辺保健福祉センター　電話：73ｰ7400

無料

無料

1,000円補助

※ワクチン供給の日程が不明なため接種期間が変更になる可能性があります。
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公益財団法人 よんでん文化振興財団派遣助成

よんでんアンサンブルコンサート　　－音楽で世界旅行－
　四国出身の一流演奏家によるクラシックコンサートを開催します。
▶日時　　10月30日㈰　　14:00開演（13:30開場）
▶場所　　御荘文化センターホール
▶配席　　全席自由席
▶料金　　一般500円、高校生以下無料（ただし入場整理券が必要）

チケット販売
▶販売日　８月30日（火）から
▶販売場所および時間

役場本庁（生涯学習課） ・ 各支所 ・ 御荘文化センター　　8:30～17:15
明屋書店南宇和店　　10:00～21:00
愛南町観光協会　　9:00～17:30

※未就学児の入場はご遠慮ください。
前売り券が完売の場合、当日券の販売はありません。

問 ：生涯学習課　電話：73ｰ1112

愛南町
ホーム
ページ

令和４年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内
　　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、さまざまな困難に直面した方々が、生活・暮らしの支援を受
けられるよう、住民税非課税世帯等に対して「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」が給付されます。

問 ：保健福祉課　電話：72ｰ1212

愛南町
ホーム
ページ

住民税非課税世帯への給付について

▶�対象者　　令和３年12月10日以前から、愛南町の住民基本台帳に記録されている方で、基準日（令和４年６
月１日）時点で令和４年度分の住民税均等割が非課税の世帯（令和３年度分の給付金を受けた世帯主は
対象外です）
▶給付額　　1世帯当たり一律10万円（原則口座振込）
▶�手続方法　　対象となる世帯には確認書を送付していますので、必要事項を記入し、添付書類を添え、返送し

てください。
令和４年度分の住民税未申告の方がいる世帯は申告および申請が必要です。申請書を送付しますので、必

要事項を記入するとともに、税務課で申告をして下さい。

家計急変世帯への給付について

▶�対象者　　令和４年１月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、世帯全員が令和４年
度住民税均等割非課税相当と同様の事情にあると認められる世帯
▶給付額　　1世帯当たり一律10万円（原則口座振込）
▶�手続方法　　申請書は保健福祉課窓口・社会福祉協議会窓口でお渡ししますので、本人確認書類の写しの

ほか、必要に応じて、家計の状況に関する書類を添付して申請してください。

▶申請先　　役場本庁保健福祉課
▶申請期限　　９月30日㈮
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宿毛商銀信用組合から寄附金の贈呈
　　役場本庁町長室で寄附金贈呈式が行われ、今年４月に地方創
生包括連携協定を締結した宿毛商銀信用組合から、本町の地域
経済活性化に役立ててほしいと50万円の寄附金が寄贈されまし
た。
　　贈呈にあたり井上龍

た つ な り

也理事長は、「愛南町の地域経済活性化の
ために利用いただきたい。今後も組合一丸となってスピーディーか
つタイムリーにさまざまな活動を展開していく」と話しました。
　　また、清水雅

ま さ ふ み

文町長は感謝の言葉として、「町の総合計画に掲げ
るまちづくりの将来像である『ともに彩を育むまち』の実現のため、
有効に活用させていただきます」と述べました。 問 ：企画財政課　電話：72ｰ7317

国民年金保険料の産前産後期間
免除制度のご案内

　　国民年金第1号被保険者が出産を行った際に、
出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除さ
れる制度があります。
　　出産予定日の６カ月前から届出可能ですので、
速やかに届出ください。産前産後期間として認めら
れた期間は保険料を納付したものとして老齢基礎
年金の受給額に反映されます。

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

愛南町
ホーム
ページ

使用済み小型家電の分別回収
　　町では、廃棄物の適正な処理および資源の有効な活用を図るため、使用済み小型家電の分別回収
を行っています。家庭で使われなくなった電気や電池で動く製品を無料で回収します。

▶回収場所　　役場本庁・各支所
▶回収日時　　平日　　8：30～17：15まで

（祝日、年末年始除く）

問 ：環境衛生課　電話：72ｰ7316

※電球、蛍光管、電池類は家電から取り外して適正に処理してください。
詳しくは、町ホームページをご覧になるか、環境衛生課までお問い合わせください。

▶回収できないもの
【家電リサイクル法対象品目】
エアコン、テレビ、冷蔵庫（冷凍庫）、洗濯機（衣類乾燥機）

９月は自殺対策予防週間です

　　９月10日㈯～16日㈮は自殺予防週間です。
自殺した人の原因はうつ病などのこころの病気、仕
事や家庭の問題などさまざまです。あなたの身近に
いる人が悩んでいる様子なら、まずはやさしく声を
かけてください。周囲の気づきと温かな言葉で、大
切な命を支えることができます。

こころの健康相談
　　城辺保健福祉センターで、毎月２回精神科医師
による相談会を完全予約制で実施しています。ま
た、保健師による相談も随時行っていますので、お
気軽にご予約ください。

問 ：城辺保健福祉センター　電話：73ｰ7400

▲左から　清水雅文町長、井上龍也理事長
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愛南グリーン・ツーリズム推進協議会「会員」および「賛助会員」募集

　　愛南グリーン・ツーリズム推進協議会（事務局：農業支援センター）では、町の豊富な地域資源を活用したグ
リーン・ツーリズム活動を推進することで、地域の振興に寄与することを目的に活動しています。
　　体験提供として、夏と秋の年２回の体験イベントや河

か わ ち ば ん か ん

内晩柑を使用した飲むゼリー作り体験、世界に１つだけ
の真珠アクセサリー作りなどを行っています。また、グリーン・ツーリズム活動が活発な地域への視察や研修会へ
の参加・開催をすることで、体験メニューの充実や提供時の安全管理など会員のスキルアップを図る取り組み
も行っています。
　　本協議会では、こうしたグリーン・ツーリズム推進活動に参画していただける「会員」および「賛助会員」を募
集しています。興味のある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
▶年会費　　個人：１口1,000円

団体または企業：１口5,000円
▶会員・賛助会員特典

①活動内容等の資料送付＆会員証発行
②イベントなどの会員優待＆なーしくんグッズプレゼント
③【会員】各種体験事業を企画・開催するなど、愛南町の活性化に

　　　　携わることが可能
　【賛助会員】会員と連携することで、愛南町の活性化に携わることが可能

問：愛南グリーン・ツーリズム推進協議会事務局（農業支援センター）電話：72ｰ7311

年金生活者支援給付金の請求手続
　　令和元年10月から開始されている年金生活者
支援給付金には、
①老齢年金生活者支援給付金
②補足的老齢年金生活者支援給付金
③障害年金生活者支援給付金
④遺族年金生活者支援給付金
の4つの給付金があります。
　　いずれの給付金も、年金を含めても所得が低く、
経済的な援助を必要としている方（前年の所得額
が老齢基礎年金の満額以下の方）などに対して、
年金に上乗せして給付される制度です。
　　今回、対象となる方には、日本年金機構より、給
付金請求書（はがき形式）が送付されます。
　　なお、昨年度から受給されている方は、新たに請
求する必要はありません。
　　詳しくは、ねんきんダイヤル（電話：0570-05-
1165）までお問い合わせください。

募 集

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

追加健診を実施します
▶実施日　　９月５日㈪
▶場所　　城辺保健福祉センター
▶受付時間　　8:30～11:00
▶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　　50～79歳の男性
・ 肝炎ウイルス検診　　40歳以上
※定員になり次第申し込みを締め切ります。
▶料金　　無料

▶実施日　　12月７日㈬
▶場所　　JAえひめ南南宇和支所
▶受付時間　　8:30～11:00
▶内容・対象
・ 乳がん検診　　40歳以上の女性
※定員になり次第申し込みを締め切ります。
▶料金　　無料

問 ：城辺保健福祉センター　電話：73ｰ7400
　　 保健福祉課　電話：72ｰ1212


