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お知らせ
受診時特別料金の徴収について
　市立宇和島病院は、４月１日㈬に地域医療支援病院
として認可される予定となっており、他の医療機関と
の機能分担および業務の連携が求められることから、
初診時特別料金を値上げし、また再診時特別料金の徴
収を開始します。
　また、救急外来の適切な受診をお願いしたいことか
ら、時間外特別料金の徴収を開始します。
▶料金変更または徴収開始日　４月１日㈬
▶受診時特別料金
〇初診時特別料金
・徴収対象　他の医療機関等からの紹介状を持っていな
い初診患者
・金額(料金変更)
　2,500円＋税→5,000円(歯科は3,000円)＋税
〇再診時特別料金
・徴収対象　当院から他の医療機関へ紹介を行う旨の申
し出を行ったにもかかわらず、受診した再診患者
・金額(新規徴収)　2,500円(歯科は1,500円)＋税
〇時間外特別料金
・徴収対象　軽症患者
・金額(新規徴収)　5,000円＋税
▶徴収しない患者
〇初診時特別料金および再診時特別料金
・緊急やむを得ないと当院が判断した患者
・国の公費負担医療制度の受給対象者
・特定の障がい、特定の疾病等に着目した地方単独の公
費負担医療の受給対象者
・その他直接受診する必要性を当院が認めた患者
〇時間外特別料金
・緊急やむを得ないと当院が判断した患者
※初診時特別料金および時間外特別料金のように併せて
徴収させていただく場合があります。

市立宇和島病院　電話：0895-25-1111

　公益財団法人国際青少年研修協会では、海外生活
を通して交流を体験し、国際感覚を養うことを目
的として海外研修を実施します。１人で参加する方
や、初めて海外へ行かれる方が7割以上参加されま
す。事前研修会では仲間づくりからサポートします
ので、安心してご参加ください。
▶研修国　イギリス・オーストラリア・カナダ・サ
イパン・ニュージーランド・フィリピン・カンボジ
ア・ネパール
▶内容　ホームステイ・英語研修・文化交流・地域
見学・野外活動など
▶説明会　全国都市にて開催(予約不要・入場無料)
▶日程　３月25日㈬～４月５日㈰の内６～11日間
※コースにより異なります
▶対象　小学３年生～高校３年生
　▶定員　10～20人
▶参加費　24.8～49.9万円
▶締切　１月31日㈮まで
※１月24日㈮までに申し込みの方は、早期割引１万
円
公益財団法人国際青少年研修協会
電話：03-6417-9721

募　　集
春休み海外研修交流

お知らせ
自動車保有手続きに、ワンストップサービス

（ＯＳＳ）をご活用ください
　複数の機関に行く必要のあった自動車保有手続き
が、インターネットを活用したシステム（ＯＳＳ）によ
り、いつでもオンライン申請ができるようになりまし
た。
　具体的な手続きは専用サイトをご覧ください。

愛媛県総務部税務課
電話：089-912-2203

ワンストップ
サービス
ホームページ

募　　集
令和２年度森林環境保全基金公募事業の提
案募集
　愛媛県森林環境税の趣旨に即し、県民が自ら企画
立案して実行する森林林業に関する事業を募集しま
す。
▶募集期限　　  １月31日㈮
▶提出方法(先)　所定様式を必ず郵送
にて所管する愛媛県地方局森林林業課
へ提出してください。
愛媛県森の交流センター
電話：089-990-7017

愛媛県庁
ホームページ

募　　集
令和２年度入校選考(後期募集)
▶募集科目　メカトロニクス科、自動車整備科、
メタル技術科
※高等学校卒業者を対象とした２年間課程
▶選考方法　一般選考、社会人選考
▶入校日　　４月10日㈮
▶願書受付　１月14日㈫～２月28日㈮必着
▶選考試験　３月６日㈮　９:30から
▶合格発表　３月13日㈮
愛媛県立新居浜産業技術専門校
電話：0897-43-4123
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　１年間の無病息災を祈り「七草がゆ」を振る舞いま
す。その他にも「つきたての餅」や「焼き芋」もあり
ます。
▶日時　　1月7日㈫　11:00～13:00
▶場所　　南楽園
▶入園料　大人310円　
　　　　　子ども150円

お知らせ
ご準備ください。まもなく確定申告が始まります
■宇和島税務署の確定申告会場の開設期間
　2月17日㈪～3月16日㈪まで(土日・祝日を除く)
　8:30～16:00(相談開始は9:00から)
※会場の混雑状況により、16:00前であっても受け付けを終了させていただく場合があります。
※駐車場は大変混雑します。公共交通機関などをご利用ください。

宇和島税務署     電話：0895-22-4511

■ご自宅から、e-Taxで申告を
　いつでもどこでもスマートフォンで、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」から簡単に
申告書が作成できます。
　令和２年１月から、スマートフォンで申告する場合に表示される「スマホ専用画面」の利用対象範囲が
大幅に拡大されます。 
　「ＩＤ・パスワード方式」と「マイナンバーカード方式」のいずれにも対応しています。詳しくは、以
下の両方式の説明をご確認ください。
【ＩＤ・パスワード方式】 
①ＩＤ（利用者識別番号）と②パスワード（暗証番号）があれば、マイナンバーカードやＩＣカードリーダラ
イタをお持ちでない方でも、パソコンやスマートフォンで e-Tax 申告ができます。 
※１ ＩＤ・パスワードの発行を希望される方は、申告される本人が運転免許証など顔写真付きの本人確認
書類を税務署に持参してください。 
※２ 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」でのみ利用できます。 
※３ マイナンバーカードおよびＩＣカードリーダライタが普及するまでの暫定的な対応です。
【マイナンバーカード方式】 
①マイナンバーカードと②ＩＣカードリーダライタまたはマイナンバーカード対応のスマートフォンがあ
れば、パソコンやスマートフォンからe-Taxで申告ができます。
　ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。

募　　集
「ボランティア推進員」を募集します
　「ボランティア推進員」は出会いイベント参加者の
お手伝いとそこで誕生したカップルのフォローを行い
ます。また、活動していただいた方の中から「愛結び
サポーター」として登録された方は、1対1のお見合い
事業「愛結び」でのカップルのフォローを行います。
　幸せな結婚をサポートする愛のキューピッド役のボ
ランティアです。
※婚活中の方、婚活関連業の方はご応募できません。
▶説明会の日時・場所
〇２月15日㈯10:00～12:00(受付9:30～)
　宇和島市立中央公民館３階研修室
〇２月15日㈯15:00～17:00(受付14:30～)
　大洲喜多法人会事務所
　参加希望の方は、メールで申し込みください。
▶メールアドレス　
　office@msc-ehime.jp

えひめ結婚支援センター
電話：089-933-5596

え ひ め 結 婚
支援センター
ホームページ

南楽園幸迎祭
　新しい一年の始まりを祝い、南楽園幸迎祭(新春
サービス)を行います。
▶期間　　  1月2日㈭～5日㈰
▶時間　　  9:00～17:00
▶場所　　  宇和島市津島町近家甲1813番地
▶開催施設 南楽園(里の家)、南楽園ファミリー
パーク、津島プレーランド
▶入園料　  南楽園：大人310円　子ども150円
                

催　　し

七草がゆの集い

南レク㈱　
電話：0895-32-3344
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募　　集
放送大学４月入学生募集
　放送大学はテレビ・インターネットで授業を行う
通信制の大学です。働きながら大学を卒業したい、
学びを楽しみたいなど、さまざまな目的で、幅広い
世代の方が学んでいます。
▶出願期間　
　１回目 ～2月29日㈯まで
　２回目 ３月１日㈰～17日㈫
　詳しくは、放送大学愛媛学習センターまでお問い合
わせください。

放送大学愛媛学習センター
電話：089-923-8544

放送大学
ホーム
ページ

募　　集
愛媛県営住宅の空家待ち入居者を募集
　既設の県営住宅に空家が生じた場合に入居していた
だく世帯を募集します。今回の申し込みは、次年度の
抽選日の前日まで有効です。
▶申込期間　２月３日㈪～10日㈪
※申込書の配布は１月14日㈫からです。
▶申込場所　愛媛県南予地方局庁舎3階建築指導課
▶抽選日時　３月５日㈭　13:30～
▶抽選場所　愛媛南予地方局庁舎３階会議室(予定)
▶申込資格　次の①、②、③に該当する者
①現に同居し、または同居しようとする親族があり、
住宅に困窮している者
(単身者でも申し込みが可能な場合があります)
②公営住宅法に定める収入基準に適合する者
③入居申込者および同居しようとする親族が、暴力
団員による不当行為の防止等に関する法律(平成３年
法律第77号)第２条第６号に規定する暴力団員でない
こと。
▶入居予定日　空家が出来次第、入居順位に従いご連
絡します。
愛媛県南予地方局建設部建築指導課
電話：0895-22-5211

愛南町
ホームページ

お知らせ
ケーブルテレビで放送する動画や写真を
募集しています
　愛媛CATV愛南局では、ケーブルテレビで放送する動画
や写真を募集しています。
　庭に咲いた花やペット、家族の動画・写真などなんでも
構いません。視聴者の皆さまが撮影した動画や写真を投
稿してください。毎日午後８時更新の「びやびや愛南タイ
ム」(愛媛CATV)の中で放送します。
　投稿方法など、詳しくは愛南町ホームページをご覧いた
だくか、愛媛CATV愛南局までお問い合わせください。

愛媛CATV愛南局　電話：0895-72-0033

お知らせ
１月18日は「118番の日」
海での「事件・事故」は118番
　海上保安庁では、海上における事件・事故などの
緊急通報用電話番号として、平成12年より局番なし
の「118番」の運用を行っています。
　また、平成23年から毎年１月18日を「118番の
日」と制定しています。
　次のような場合は、局番なし「118番」へご連絡
ください。
〇海上における事件・事故に遭遇(目撃)した。
〇油の排出等を発見した。
〇不審な船を見た。
〇密輸・密航事犯等の情報を得た。
(固定電話、携帯電話、公衆電話、船舶電話から利
用できます)

宇和島海上保安部管理課
電話：0895-22-1591

コンセントとプラグの間の
ほこりや湿気は、取り除いてください
　冷蔵庫や洗濯機など、長期間差し込んだまま使用
するとプラグやコンセントの間にほこりや湿気がたま
り、漏電や火災の原因になります。
　時々プラグを外して乾いた布でほこりや湿気を取り
除きましょう。

一般財団法人四国電気保安協会
愛媛支部城辺事業所
電話：0895-73-1256

お知らせ
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お知らせ

▶規制箇所　天嶬鼻～愛南町久良3081番地付近
▶規制内容　夜間通行止め
▶規制日時　①1月29日㈬　22:00～5:00
　　　　　　②2月7日㈮～13日㈭　22:00～5:00
(悪天候等により上記日程での工事ができない場合)
①の予備日　1月30日㈭　22:00～5:00
②の予備日　2月22日㈯～28日㈮　22:00～5:00

愛媛県南予地方局愛南土木事務所建設課
電話：0895-72-1145
株式会社泰成建設(施工業者)
電話：0895-72-2136

お知らせ

　県道久良城辺線（愛南町久良［新浦］）では、経年劣化により、(水路をまたぐ）床版のコンクリートの剥がれ
落ちや、石積のはらみ出しなどの損傷が生じており、道路が陥没する恐れがあるため、下記のとおり「夜間
通行止め」を行い、道路施設の補修工事を行います。沿線の皆さまには、大変ご迷惑をおかけしますが、ご
理解とご協力をお願いします。

県道久良城辺線 夜間通行止め

冬の道路の通行は、出発前の準備をしっかりと
　四国の道路も、冬期は積雪や凍結によりスリップ事
故や車の立ち往生が発生し、重大な事故・渋滞につな
がることがあります。
　お出かけ前の情報収集と冬用タイヤやチェーンの準
備が必要です。

道路緊急ダイヤル（無料、24 時間受け付け）
電話：＃9910
国土交通省四国地方整備局
道路部道路管理課
電話：087-851-8061

国土交通省
ホームページ

　

お知らせ
労災職業病無料健康相談会
　仕事が原因の病気は、早期発見・早期治療が原
則です。しかし、「職業病」と気付かずにいる方
も多くいます。「以前から体の調子が悪いけど、
相談できるところがない」「労災申請の仕方が分
からない」「仕事を辞めてから、ずいぶん時間が
経つけど労災申請できるの？」「アスベストを使
用する現場で働いていたお父さんが亡くなったけ
ど遺族補償は請求できるの？」などのお悩みがあ
る方はぜひご来場ください。
▶日時　２月８日㈯　13:00～15:00
▶場所　御荘文化センター　3階研修室

全日本建設交運一般労働組合愛媛県本部
電話：089-976-5550

お知らせ
平成31年度労働保険料第３期分について
　1月31日㈮は、労働保険(労災保険・雇用保険)
料の第3期分の納付期限です。
　事業主の皆さまへは、1月21日ごろに納付書を
お届けしますので、最寄りの金融機関での納付を
お願いします。

愛媛労働局労働保険徴収室
電話：089-935-5202

お知らせ
２月は「相続登記はお済みですか」月間です
　愛媛県司法書士会では、毎年2月の1カ月間を「相続
登記はお済ですか」月間と定め、無料相談を実施しま
す。
　相続登記、遺言、遺産分割協議など相続に関する相
談に、司法書士が適切なアドバイスを行います。
▶日時・場所　２月の１カ月間、県下各司法書士事務所
にて随時承ります。
※各事務所に連絡し、事前予約が必要です。
▶相談料　無料(事前予約の場合)
▶相談例　「登記名義人が亡くなった先々代のままで
すが」「パートナーに全財産を相続させたい」「相続人
の中に行方不明者の人がいて、遺産分割協議ができな
い」など。

愛媛県司法書士会　電話：089-941-8065


