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　城辺みしま荘ケアハウスでは、一人部屋５室(和
室または洋室)の入居者を募集しています。
　各部屋にはトイレ・洗面所・ミニキッチン・エ
アコンが設置されていて、食事は一日３食提供し
ます。施設の見学希望、申し込みについてはお問
い合わせください。
▶入居条件　60歳以上で、身
の回りのことは自分でできる
が自炊ができない程度の身体
能力の低下が見られる方や、
独立して生活するには不安の
ある方

城辺みしま荘ケアハウスの入居者募集

▲和室の状況
　（洋室もあります）

ケアハウス城辺みしま荘  電話：70-1175

健康アプリ登録キャンペーン
　愛媛県では、国民健康保険に加入されている方
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開
始しました。健康づくりのため、ぜひ
kencomアプリをご利用ください。

アプリ登録先着5,000名様に2,000
円相当ポイントプレゼント実施中で
す。

愛媛県健康増進課　電話：089-912-2400

愛媛県
ホーム
ページ

公共交通の積極的な利用について
　公共交通機関は、通勤や通学、買い物、旅行な
ど、生活に欠かせない移動手段ですが、今年に入
り、新型コロナウイルス感染拡大の影響によって
利用者が減少し、大きな打撃を受けています。こ
のままでは将来的な公共交通の存続も危ぶまれて
います。
　11月17日㈫に愛媛県水産会館で開催された「愛
媛県地域交通活性化推進会議」において、新型コロ
ナウイルス感染拡大の影響を受けた公共交通を守
るため、その積極的な利用を県民の皆
さまにお願いするメッセージを発信す
ることが決定されました。全文を愛南
町ホームページに掲載していますので
ご覧いただき、積極的に公共交通をご
利用いただきますようお願いします。

愛媛県地域交通活性化推進会議
(愛媛県交通対策課)　電話：089-912-2251

愛南町
ホーム
ページ

特定最低賃金の改正について
　愛媛労働局では、特定最低賃金を改正し、令和
２年12月25日㈮から施行することとしました。施
行後の最低賃金額は次のとおりです。
①パルプ、紙製造業最低賃金(１時間924円)
②はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械

器具製造業最低賃金(１時間930円)
③電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器

具、情報通信機械器具製造業最低賃金(１時間
895円)

④船舶製造・修理業、舶用機関製造業最低賃金(１
時間938円)

⑤各種商品小売業最低賃金(１時間810円)
※上記の特定最低賃金には、適用除外の労働者

と、①から③の産業には適用除外の業種が定め
られていて、これらに該当する場合は、愛媛県
最低賃金(１時間793円)が適用されます。

愛媛労働局賃金室
電話：089-935-5205
宇和島労働基準監督署
電話：0895-22-4655

労働保険料第３期分の納付期限について
　２月１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。事業主の皆さまに
は、１月15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。
　ご不明な点がありましたらお気軽に
お問い合わせください。

愛媛労働局労働保険徴収室
電話：089-935-5202

労働局
ホーム
ページ

毎月２回　LGBT電話相談を実施中
　県ではLGBTなど性的マイノリティ
の方、周りの方々等の相談に応じる電
話相談を実施しています。匿名可、相
談無料(通話料が必要)、秘密は厳守し
ます。
▶相談ダイヤル　070-4286-0409
▶受付日時　毎月第２月曜日・第４日曜日

18:00～21:00

愛媛県人権対策課　電話：089-912-2455

愛媛県
ホーム
ページ
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▶日時　２月９日㈫10:00～15:00
▶場所　宇和島市総合福祉センター
▶セミナーの内容および講師

(1)「仕事の探し方」(仮題)
　　　講師：宇和島公共職業安定所

統括職業指導官　神尾 学
まなぶ

(2)「無料職業紹介事業について」
　　　講師：一般財団法人愛媛県母子寡婦福祉連合会

(3)「ぴったり感を大切に、私の適職選び」(仮題)
　　　　　～一歩踏み込んだ応募書類を書くメリット～
　　　講師：松山公共職業安定所

キャリアコンサルタント　西原 美
み

智
ち

子
こ

▶募集定員　20人
▶受講料　無料
▶申し込み方法　１月18日㈪から29日㈮までの間

に下記宛てに申込書を提出。

令和２年度南予地域母子家庭等就職準備・
離職転職セミナー」受講生募集

〒790-0911
松山市本町７丁目２番地　愛媛県本町ビル１階
一般財団法人愛媛県母子寡婦福祉連合会
電話：089-907-3200

令和２年分所得税等の確定申告について
　宇和島税務署の確定申告会場の開設期間は、２
月16日㈫から３月15日㈪まで(土日・祝日を除く)
です。上記期間より前は、確定申告会場を設置し
ていませんのでご注意ください(ただし、作成済み
の申告書等の提出は受け付けています)。
　受付時間は、午前８時30分から午後４時まで
(相談開始は午前９時から)です。ただし、会場の
混雑状況により、午後４時より前であっても受け
付けを終了させていただく場合があります。税務
署へお越しの際は駐車スペースに限りがあるた
め、公共交通機関などをご利用ください。
　新型コロナウイルス感染症等の感染防止の観点
から、確定申告会場の混雑緩和に取り組みます。
そのため、ご来場いただいてもその時の会場の状
況により後日の来場をお願いするなど、ご不便を
お掛けする場合があります。
確定申告会場での
新型コロナウイルス感染症の感染防止策
◆職員によるマスク・フェイスシールドの着用、こ

まめな換気・消毒などの徹底
◆入場の際の検温の実施。37.5度以上の発熱が認

められる方は、原則として入場をお断りさせてい
ただきます。

◆ご来場の際はマスクを着用していただき、入り口
等でアルコール消毒液をご利用いただきます。

◆ご来場の際はできる限り少人数でお越しくださ
い。

ご自宅から、e-Taxで申告を！
　国税庁ホームページの「確定申告
書等作成コーナー」にアクセスする
と、画面の案内に従って入力するだ
けで申告書が作成できます。詳しく
は国税庁ホームページをご覧くださ
い。

国税庁
ホーム
ページ

宇和島税務署　電話：0895-22-4511

愛南町シルバー人材センター会員募集
　愛南町シルバー人材センターでは、
事業拡張のため会員を募集していま
す。60歳以上の元気な方からの連絡を
お待ちしています。詳しくはお問い合
わせください。
愛南町シルバー人材センター
電話：73-2900

センター
ホーム
ページ

南楽園幸迎祭(新春サービスデー)
　新年のお祝いとしてぜんざいの無料サービス
や、小学生以下のお子さまにはお菓子の詰め合わ
せのプレゼントを行います。
　南楽園ファミリーパークはフアフアエアドーム
入場無料、津島プレーランドは貸し出し遊具が無
料です。
▶期間　１月２日㈯～５日㈫
▶時間　9:00～17:00
▶場所　南楽園、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

小・中・高校生150円
65歳以上150円

※その他の施設は無料

南レク㈱ 
電話：0895-32-3344

七草がゆの集い
　一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「焼き芋」や「紅白まんじゅ
う」(数量限定)もあります。
▶期間　１月７日㈭
▶時間　11:00～13:00
▶場所　南楽園(里の家前)
▶入園料　同上

▲七草がゆ

募　　集

募　　集

お知らせ

催　　し

南楽園
ホーム
ページ
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司法書士・行政書士による無料出張相談会
　町内の司法書士と行政書士による無料の法律等
相談会を町内３カ所で開催しています。
　債務整理、成年後見、相続、その他暮らしの困
り事でお悩みの方はお気軽にご相談ください。

日時 場所
毎月第１水曜日
10:00 ～ 12:00

一本松山村開発センター
( 一本松公民館 )

毎月第２水曜日
10:00 ～ 12:00

西海町民会館
( 西海公民館 )

毎月第３水曜日
10:00 ～ 12:00

DE・あ・い・21
( 内海公民館 )

　事前に電話予約が必要です。下記にお問い合わ
せください。
愛南くらしの応援室　電話：73-8005(増本)

県営住宅の空き家待ち入居者募集
　既設の県営住宅に空き家が生じた場合に入居し
ていただく世帯を次のとおり募集します。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１日㈪～10日㈬
▶申込場所　愛媛県南予地方局建設部建築指導課
　　　　　　(宇和島市天神町７-１　庁舎３階)
▶入居順位の抽選
　抽選日時　３月４日㈭13:30～
　抽選場所　南予地方局庁舎３階会議室(予定)
▶家賃　申込者等の収入等に基づき、公営住宅法

に定める方法により算定されます。
▶申し込み資格　次のア、イ、ウの全てに該当す

る方
　ア．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方(単身者でも申
し込みが可能な場合があります)

　イ．公営住宅法に定める収入基準に適合する方
　ウ．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　空き家が出来次第、入
居順位に従いご連絡します。

▶その他　不明な点については下記に
お問い合わせください。

愛媛県南予地方局建築指導課
電話：0895-22-5211(内線425)

愛媛県
ホーム
ページ

四国八十八ヶ所霊場を巡る絵画(色鉛筆画)展

　深浦の東本健
けん

太
た

郎
ろう

さん
による「四国八十八ヶ所
霊場を巡る絵画(色鉛筆
画)展」が開催されます。
　東本さんは絵画経験
がないにも関わらず、5
年ほどかけて夫婦で四国
八十八ヶ所霊場を訪れ、
色鉛筆画を描いてこら
れました。ぜひご来場の
上、ご鑑賞ください。
▶開催期間　１月13日㈬～18日㈪
▶開館時間　9:00～17:00【入場無料】
▶開催場所　御荘文化センター１階ホワイエ

東本渡船  電話：73-0501

令和３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。詳細については、愛媛県ホームページを
ご覧いただくか、お問い合わせください。
▶募集期限　１月29日㈮
▶提出方法(先)　所定様式を必ず郵送

にて所管する県地方局森林林業課に
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
ホーム
ページ

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。お出掛け前の情報
収集と冬用タイヤやチェーンの準備が
必要です。
　四国の道路情報は、国土交通省四国
地方整備局の「道路情報提供システ
ム」(インターネットサイト)をご利用
ください。

道路情報
提供
システム

道路緊急ダイヤル(無料・24時間受け付け)
♯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(代表)

▲第六十四番札所「前神
寺」で描いた絵を持つ
東本健太郎さん

募　　集

募　　集

お知らせ

催　　し

相　　談


