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里親の募集について

令和3年度刑務官募集

里親とは、 さまざまな事情により、 自身の家庭
で生活することができなくなった子どもを、 家庭に
迎えて愛情と理解を持って養育してくださる方のこ
とです。
里親制度は、 児童福祉法に基づいて里親に子
どもの養育をお願いする制度で、 手当ての支給な
どがありますが、 研修の受講が必要です。
県では、 里親になっていただける方を募集しま
す。 また、 子どもを養子として家庭に迎えていただ
ける里親の募集も行っています。
希望される方は、 南予子ども・女性支援センター
にお問い合わせください。

▶試験日 第1次試験 ９月19日㈰
▶受付期間 ７月20日㈫～２９日㈭※受信有効
▶受験資格
①刑務A、 刑務A(武道)、 刑務B、 刑務B(武道)
平成4年４月2日～平成16年4月1日生まれの方
②刑務A(社会人)、 刑務B(社会人)
昭和56年４月2日～平成4年４月1日生まれの方
※①、 ②ともにAは男子、 Bは女子のみ。 武道受
験者は高松刑務所で受験。
▶詳細および受験申し込み等の照会先
高松矯正管区職員課 電話:087-822-4469
(〒760-0033 高松市丸の内1-1高松法務合同庁舎)
松山刑務所庶務課 電話 ： 089-964-3355
(〒791-0211 東温市見奈良1243-2)

南予子ども・女性支援センター(児童相談所)
電話：0895-22-1245
募
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法務省
ホーム
ページ

スマホ講習セミナー
▶日時 ８月３日㈫ 13 ： 00 ～ 15 ： 30
▶場所 愛南町御荘老人福祉センター
▶定員 10人（先着順）
▶対象 シルバー人材センターに興味があり、 ス
マートフォンの操作を学びたい60歳以上の方。
申し込みは愛媛県シルバー人材センター連合会
（電話 ： 089-915-1420）にご連絡ください（申込
期間は、7月19日㈪・20日㈫の8：30～17：00です）。
愛南町シルバー人材センター
電話：73-2900
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愛媛県食品表示ウォッチャー募集
食品販売業者における食品表示の適正化を図る
ことを目的に、 食品の品質表示状況を確認し、 報
告をする食品表示ウォッチャーを募集します。
▶任期 11月１日～令和５年10月31日
▶応募資格 ①11月１日現在で満18歳以上
②愛媛県内居住者 ③食品の品質表示状況の
モニター活動および報告などができる方
④県の食品表示研修会を受講できること
▶募集人数 県内100人
▶謝金 年額12,000円以内
▶応募方法 申込書に記入して南予地方局農業振
興課に提出
▶申し込み締め切り日 ８月31日㈫
南予地方局農業振興課
電話：0895-22-3514

人事院
ホーム
ページ

宇和島拘置支所 電話：0895-22-0072
お知らせ

南レクジャンボプールオープン
四国最大級の規模を誇るレジャープールで、 幅
広い年代の方にお楽しみいただけます。
※新型コロナウイルス感染状況により、 変更または
中止となる場合があるので、 詳細はホームページ
をご確認ください。
▶開園日 ７月１日㈭～８月31日㈫
▶時間 10:00～17:00
※日曜 ・ 祝日および８月７日㈯～ 15日㈰は、
９:００から１７:００まで、 営業遊泳終了時刻はいずれ
も１６:５０までです。
▶入園料 大人640円 中・高生310円
小学生210円 幼児100円

南レク㈱プール事務所
電話：７３－０１７０

南レク
ホーム
ページ
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令和3年度海上保安学校学生募集

狩猟免許試験（銃猟、わな猟、網猟）

▶試験区分 ①船舶運航システム課程
②航空課程 ③情報システム課程 ④管制課程
⑤海洋科学課程
▶第１次試験 ９月26日㈰
▶受付期間 ７月20日㈫〜29日㈭※受信有効
申し込みはインターネットで
海上保安
行ってください。

狩猟を行うには、 県が実施する狩猟免許試験に
合格し、 狩猟者登録をする必要があります。

学校
ホーム
ページ

宇和島海上保安部管理課
電話：0895-22-1591

申し込み期間

試験日程
8 月 3 日㈫

7 月 6 日㈫～２０日㈫

9 月 5 日㈰

7 月 6 日㈫～ 8 月２３日㈪

１２月 5 日㈰

１１月 5 日㈮～２２日㈪

▶場所 愛媛県南予地方局（宇和島市天神町7-1)
▶申請に必要なもの 医師の診断書または銃の所
持許可証の写しなど
▶手数料(愛媛県収入印紙で支払い)
①新規受験の方 5,200円
②既に免許を所持し、 他の免許を受けようとす
る人 3,900円
※新型コロナウイルス感染症対策として定員が設け
られ、 先着順になっていますので、 ご注意ください。
詳しくはお問い合わせください。
愛媛県南予地方局
愛南森林林業振興班
電話：72-0931

催

愛媛県
ホーム
ページ

し

愛媛県立新居浜産業技術専門校オープンキャンパス
技術専門校の概要説明と実習風景の見学や体験を通して、 進路選択の参考にしてください。
▶科目 高等学校卒業者を対象とした２年間課程メカトロニクス科、 自動車整備科、 メタル技術科
▶実施日程 ７月21日㈬、 7月30日㈮、 8月７日㈯、 8月21日㈯、 8月27日㈮
▶時間 ９:００～１１:４０
愛媛県立新居浜産業技術専門校 電話：0897-43-4123
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宇和島地区広域事務組合職員募集 (令和4年度採用)
宇和島地区広域事務組合では、 令和４年度採用の職員を募集しています。
▶１次試験
職 種

内

容

事

務

職

教養試験(大卒程度)、 事務適性検査、 個別面接

看

護

職

看護師適性検査、 個別面接

介

護

Ａ

教養試験(高卒程度)、 個別面接

介

護

Ｂ

SPI 試験、 個別面接

試 験 日

受付期間

９月１９日㈰

7月２６日㈪～
8月２７日㈮

※ 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4年4月1日
▶試験案内・志願票 宇和島地区広域事務組合事務局管理課、組合福祉施設またはホームページにあります。
※郵便で請求する場合は、「職員志願票請求」と朱書きした封筒に、返信用封筒(94円切手を貼り、宛先を書
いた長形３号サイズ)を同封し、下記まで郵送してください。
宇和島地区
詳しくはホームページをご覧ください。
広域事務組合
宇和島地区広域事務組合管理課人事係
ホームページ
電話：0895-22-8664
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