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一本松支所庁舎の老朽化や耐久化に伴う課題や庁舎整備に向けて
　　10月19日㈫、一本松支所庁舎整備検討懇話会の德岡朗

あきら

委員長から、清水雅
まさふみ

文町長に「一本松支所庁舎整備
検討懇話会答申書」としての意見書が提出されました。
　　同委員会は、今年5月から3回開催され、現支所庁舎の直面する耐震改修に伴うさまざまな課題に対し、今までの
検討経緯や現支所庁舎の現状、先進的な事例として松野町新庁舎や四万十市西土佐総合支所を視察し、地域住
民が望む支所庁舎整備の方向性について協議されました。
　　意見書には、耐震改修概算工事費等の行政の視点での検討経緯、地域住民
の視点での支所庁舎を含む公共施設の複合化や公共用地の利活用についての
意見が出され、庁舎整備の基本的な考え方として、多様な世代の利活用を促進
させる機能、周辺公共施設の複合化、将来的な費用対効果、自然災害や大規模
災害に対する備えとなる防災機能等、検討されてきた意見や要望が集約されて
います。
　　徳岡委員長からは、「今後、大規模地震が発生した際、一本松地域が町全体
の防災拠点となり得ることが考えられます。令和元年度に協議された行政協力員
代表者による報告書を踏まえ、検討してきた結果が詰まっていますので、今後の
整備方針に活かしてほしいと願っています」と話されました。

問 ：一本松支所　電話：84-2211

▲左から　宮﨑麻実副委員長、
　清水雅文町長、德岡朗委員長

  町が実施する介護予防・日常生活支援総合事業で支援の必要な高齢者に対する生活援助（調理・掃除等の家事援
助）に従事していただく生活サポーターを養成する講習（愛南町基準緩和訪問型サービス従事者研修）を開催します。
※講習を受講された方は、町指定の事業所に所属した上で、訪問型サービスの新たな担い手として、生活援助のサービ
スに従事していただくことができます。
▶日時　　２月３日㈭　　9：30～17：30　　▶場所　　役場本庁３階大会議室
▶対象者

１．生活サポーターとして従事する意欲のある方のうち訪問介護員等の資格を有しない方
（ただし、町の指定を受けた訪問型サービス事業所に所属または所属予定の方）
２．介護に興味のある町民の方(※今年度から対象者の要件を緩和しています)

▶内容　　講話および演習
１．介護保険制度・総合事業について　　２．高齢者の心身の特徴と暮らし　　３．認知症の理解と対応
４．生活援助の実際　　５．利用者への接し方（職業倫理・コミュニケーション等）

▶申込締切日　　１月19日㈬
▶申込先　　高齢者支援課  ※ただし、町指定訪問型サービス事業所に所属する（または所属予定の）方は、その事業所

「生活サポーター養成講習」受講者を募集します募 集

問 ：高齢者支援課　電話：72-7325

愛南町
ホーム
ページ

問 ：企画財政課　電話：72︲7317

行政評価委員会では、令和２年度に実施された５つの事務事業について、担当課へのヒアリ
ングを含めた計３回の審議を行い、10月26日㈫に町長へ答申しました。
▶事業目名
　１.放課後児童クラブ事業　　２.コミュニティバス運営事業　　３.水産業振興補助事業　　
　４.消防団運営事業　　５.男女共同参画推進事業
　なお、答申した事務事業の評価およびその結果を踏まえた町長の方針については、町ホームページで公開して

います。
※行政評価とは、政策および事務事業の有効性、効率性および経済性を向上させるため、計画、実施、評価および
見直しという事業管理過程の中で、妥当性、有効性、効率性の観点から評価をする仕組みです。

行政評価委員会から答申書が提出されました

愛南町
ホーム
ページ
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▶募集人数　　１人
▶応募期間　　１月４日㈫～２月10日㈭
▶勤務地　　城辺浄水場
▶資格要件　　町在住の20歳以上で65歳未満の方
▶業務時間　　平日、土日、祝日の17：00～翌日9：00

まで
 ※業務時間内は、１人で勤務し、１カ月の勤務日数
は１５日程度です。

▶勤務内容　　浄水場に関する設備（パソコンおよび現
場スイッチ）の運転操作、監視、水道業務に関する夜
間電話応答など

　申込方法や月額委託料など、
詳しくはお問い合わせください。

城辺浄水場の
夜間管理業務受託者を募集します

募 集

問 ：水道課　電話：72︲0835

愛南町
ホーム
ページ

新教育長に児島秀
ひでゆき

之氏が就任
　11月９日㈫に令和3年第4回愛南町議会臨時会が開催

され、児島秀
ひ で ゆ き

之氏を11月16日付で教育長に任命すること
に同意しました。
　　児島教育長は昭和58年に旧内海村役場に入り、合併後
は企画財政課長や総務課長を歴任し昨年３月末の退職後
は、就職支援センターに勤務しておりました。
　　児島教育長は、「地域の皆さまや学校関係者のご協力に
より、特色ある学校教育、心豊かな社会教育を推進し、郷土
愛に満ちた児童・生徒の育成、町民の方々の意識の醸成を
目指していきたい」と述べました。

◀
就
任
し
た
児
島
秀
之
教
育
長

問 ：学校教育課　電話：72-1113

　　毎月、月末から月始の間で各家庭等に設置してある
水道メーターを検針する検針員を募集します。
▶募集人員　　１人
▶資格要件　　町在住で18歳以上の方等
▶検針区域　　城辺区域（僧都、山出）150件程度
▶受付期間　　１月4日㈫～21日㈮まで

詳しくはお問い合わせください。

水道メーターの検針員を募集募 集

問 ：水道課
　　 電話：72︲0835

愛南町
ホーム
ページ

問 ：学校教育課　
　    電話：72-1113

　平成28年11月に高知県土佐清水市の清水中学校
で始まった「防災小説」は、巨大な津波から逃れる物語
や、過酷な寒さの中を避難する物語など、中学生が大
切な家族や友人そして地域を想いながら綴ります。
　　昨年の11月に『2021年度 第1回 全国｢防災小説｣
交流会 in 愛南』が御荘中学校で実施されました。 　　

　　防災小説はホームページで掲載していますので、ぜ
ひご覧ください。　

町内の中学生が書いた
防災小説を紹介します

愛南町
ホーム
ページ

　　男女共同参画に関する学習会を行うグループに対し
て補助やＤＶＤの貸し出しを行います。なお、学習会開催
日の１カ月前までに申請書の提出が必要です。
○講師を招いて行う学習会
▶対象者　　10人以上のグループ
▶対象経費　　講師への謝金と交通費、消耗品費、会場

使用料
▶補助金額　　５万円（上限）
○ＤＶＤを使用する学習会
▶対象者　10人以上のグループ

詳しくはお問い合せください。

問 ：企画財政課　電話：72︲7317

愛南町
ホーム
ページ

男女共同参画について
学習しませんか？

中村維
まさのり

伯教育長が退任
まさのり

　中村維伯さんが11月15日付で教育長を退任しました。
　　中村さんは、平成27年11月１６日付で教育長に就任し、
６年間教育のために尽力されました。
　中村さんは、「教育長在任中は、多く

の皆さまにお世話になりました。本当に
ありがとうございました。今後、愛南町の
魅力化向上施策で子どもたちが将来
帰ってきたくなる故郷になっていくことを
心から願っています」と述べました。
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日時 地区名 時間 場所

2月24日㈭ 菊川・平山 9:30-
15:00

御荘菊川農村
研修センター

2月25日㈮ 深泥・防城成川
赤水・高畑

9:30-
15:00

赤水コミュニ
ティセンター

2月28日㈪

尻貝・奥の谷
中の谷・高手
灘前・左右水

猿鳴

9:30-
15:00

中浦漁村振興
センター

3月10日㈭

長洲・長崎・本町
寺新町・栄町
上町・馬場
和口・長月

9:00-
16:00

御荘文化センター
２階大研修室

3月11日㈮
貝塚・八幡野

上永ノ岡・下永ノ岡
節崎・馬瀬

9:00-
16:00

御荘文化センター
２階大研修室

日時 地区名 時間 場所

2月22日㈫ 須ノ川
柏崎・柏

10:00-
15:00

DE・あ・い・21
２階クラブハウス

2月24日㈭
網代・魚神山 10:00-

11:30 魚神山分館

油袋・家串・平碆 13:00-
16:00 家串公民館

▶持参物　　所得の計算に必要な書類（源泉徴収票
等）、生命保険料および地震・損害保険料等の支払
証明書、医療費控除に係る明細書等、印鑑、マイナン
バーと本人確認ができる書類（マイナンバーカード、
あるいは通知カードと運転免許証等）

※申告日、時間、場所をよくお確かめの上お越しくださ
い（前年とは変更になっている箇所があります）。
なお、申告日当日にお越しになれない方は、２月16日
㈬～３月15日㈫（土日・祝日を除く）に役場本庁１階
税務課で19：00まで申告相談を行っています。

※所得税の確定申告書は自分で記入して税務署に郵
送するか、宇和島税務署で申告をしてください（上記
同様にマイナンバーと本人確認ができる書類が必要
です）。

　　令和４年度町県民税の申告書(令和３年中の収入状況等)の受け付けを次の日程で行います。日時や場所等を確認の
上、申告を行ってください。

日時 地区名 時間 場所

2月16日㈬ 深浦・鯆越
古月

9:30-
12:00 深浦公民館

2月17日㈭

僧都・山出 9:30-
12:00

僧都ふれあい
交流館

緑 13:00-
16:00

緑基幹集落
センター

2月18日㈮
脇本・中玉

大浜・柿ノ浦
敦盛・岩水・垣内

9:30-
15:00 東海公民館

2月21日㈪
日土・大寿浦
真浦・西真浦

新浦

9:30-
15:00

久良ふるさと
センター

3月7日㈪
中町・後

清水・沖・松本
久保・鳥越・中原

9:00-
16:00

役場本庁1階
町民サロン

3月8日㈫

太場・豊田
神越・中の谷
鼻・下長野

石井手

9:00-
16:00

役場本庁1階
町民サロン

3月9日㈬
伊勢町・矢の町

北裡・土居
三島団地・蓮乗寺

9:00-
16:00

役場本庁1階
町民サロン

【城辺地域】

【御荘地域】

日時 地区名 時間 場所

2月21日㈪ 福浦 9:30-
15:00 福浦公民館

2月22日㈫ 船越・久家・下久家 9:30-
15:00

役場西海支所
2階大会議室

3月2日㈬
越田・弓立 10:00-

12:00 弓立集会所

小浦・樫月 13:00-
14:30 樫月集会所

3月3日㈭
麦ケ浦 10:00-

12:00 麦ケ浦集会所

武者泊 13:00-
15:00 武者泊集会所

3月4日㈮

樽見・大成川・小成川 9:30-
11:00 大成川集会所

外泊・中泊 12:00-
14:00 中泊集会所

内泊 14:30-
16:00 内泊集会所

【内海地域】

日時 地区名 時間 場所

2月18日㈮

東一・東二
西一・西二

9:30-
12:00

東海公民館
坪浜・西組 13:00-

15:00

2月28日㈪

下一・下二・徳田・宮川
本村・御在所
大駄場・太田

9:30-
12:00 正木集会所

東小山
本村一・本村二

13:00-
16:00 小山本村集会所

３月１日㈫

八人組・東中屋・西中屋
東中組・中組・西中組

内尾串１～３・広岡

9:30-
12:00

増田コミュニ
ティセンター

大又・影平・名本
奈呂・光野・茶堂

13:00-
16:00

中川コミュニ
ティセンター

3月2日㈬

亀之串・弓張
古宅・駄場

岡駄場・名路
向山・久保江

9:30-
16:00

役場一本松支所
1階会議室

3月3日㈭

平畑・中串
坂石・新田

東部一・東部二
南部・西部・北部

9:30-
16:00

役場一本松支所
1階会議室

【西海地域】

【一本松地域】

令和４年度町県民税の申告受付日程について

問 ：税務課　電話：72-7301
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令和４年度町民税・県民税申告の手引き
　以下の表を参考に、ご自身が町民税・県民税の申告を行う必要があるかご確認ください。

（対象となる方は令和４年1月1日に愛南町に住民登録のある方になります）

★ここからスタート★
前年中収入が無かった、または前年
中の収入が遺族年金・障害年金等、
非課税所得のみだった。

町民税・県民税の申告をしてください。

前年中に課税される収入が無かった方
でも、未申告の場合、所得に関する証
明書の発行ができないほか、国民健康
保険税、介護保険料、後期高齢者医療
保険料の額の決定、就学援助などの各
種手当金、助成金の支給決定ができな
かったり、遅れたりすることがありますの
でご注意ください。

各種所得控除について、源泉徴収票
に記載されていない追加分または修
正がある（生命保険料控除、医療費
控除など）。
※年金から天引きされていない社会
保険料（国民健康保険税、国民年金
保険料、介護保険料、後期高齢者医
療保険料など）を納付書での窓口払
いや口座振替で支払っている。

町民税・県民税の申告は不要です。

前年中の収入の種類
①【公的年金等】のみ
②【公的年金等】＋【給与】の２種類のみ
③【給与】のみ
④上記①～③にあてはまらない方（営業、
不動産、個人年金などの収入があった）

勤務先から愛南町へ給与
支払報告書が提出されて
いる。
（勤務先にご確認ください）

税務署へ所得税の確定申告をする。

町民税・県民税の申告をしてください。

　　年をとっても外に出掛けたり、人とのつながりを感じたり、
ほっと一息つける時間をもつことが大切です。オレンジカ
フェ「ロバさん家

ち

」は町内で唯一の『認知症カフェ』として、
物忘れが気になり始めた方、認知症の不安や悩みをもって
いる方、認知症について学びたい方など、どなたでも利用
していただける“人との交流を楽しむ場所”です。
　　下記の場所で、毎週火曜日にオープンしていますので、
ぜひ一度お立ち寄りください。
▶時間　　10：00～11：30／13：30～15：00
▶場所　　御荘平城3714番地（旧一六本舗）
▶参加料　　無料（コーヒー＆お菓子付き）

オレンジカフェ「ロバさん家
ち

」
について紹介します

愛南町
ホーム
ページ

問 ：地域包括支援センター　電話：72-7325

町民税・県民税の申告は不要です。

いいえ

はい

①

④②または③

問 ：税務課　電話：72-7301

いいえ

はい

はい いいえいいえ

はい

　　国民年金の制度は、年をとったとき、病気や事故
で障害が残ったとき、家族の働き手が亡くなったとき
に、働いている世代みんなでその人の生活を支えよ
うという考えに基づくものです。
　　20歳以上60歳未満の方が加入し、保険料を納
める仕組みです。20歳になったら、「国民年金加入
のお知らせ」が日本年金機構から届きますので、忘
れずに保険料を納付しましょう。
　　また、20歳以上の学生の方は、保険料の納付が
猶予される「学生納付猶予制度」
があります。

20歳になったら国民年金!

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

　　令和４年１月１日（元日）はあいなんバス全路線を
終日運休します。利用者の皆さまには大変ご迷惑を
お掛けしますが、ご理解とご協力
をお願いします。ご不明な点があ
ればお問い合わせください。

あいなんバスの
元日の運休について

愛南町
ホーム
ページ

問 ：総務課　電話：72︲1211

愛南町
ホーム
ページ
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愛南町ロゴマークを商品デザインに！！経費の一部を補助します

問 ：商工観光課　電話：72-7315

ぜひ、この機会に遠くにお住いのご家族やご友人に愛南町の美味しい特産品をお得にプレゼントしてみ
てください。

□期 間

□対象サイト 愛南漁業協同組合オンラインショップ

久良漁業協同組合オンラインショップ

愛南町商工会オンラインショップ AINAN STAND

□主 催 愛南食のイベント実行委員会（愛南町商工観光課内 TEL0895-72-7315）

～ぎゅぎゅっと愛南！冬の陣～

特産品をお得にプレゼントしてみ

EL0895-72-7315）

１月15日㈯～２月28日㈪ ※各サイトごとで予定数を超えた場合は
　 終了する可能性があります。

　従来の「ぎゅぎゅっと愛南！冬の陣～海と山を喰らう～」は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
中止します。

代わりに、新型コロナウイルス感染症の影響でダメージを受けた町内事業者の応援および特産品PRの
ため、対象３サイトでの送料無料キャンペーンを実施します！

愛南町ロゴマーク等活用支援事業補助金

交付対象事業

ロゴマーク等を使用し、新たなパッケージ
等の製作に係る事業
①商品デザイン(パッケージ、リーフレット、
包装紙、紙袋、グッズ等)
②事業所および店舗看板デザイン

補助対象経費

補助対象経費は、次に掲げるものとする(
消費税および地方消費税を含む)。ただし
、他の補助金等の交付を受けている場合
は、当該補助金等の額を控除した額を補
助対象経費とする。
①企画費　②デザイン費　③製作費

交付の率および金額

補助対象経費の２分の１以内の額
(1,000円未満切り捨て)とする。ただし、
20万円を上限とし、同一年度内における
補助対象者への補助は、１回とする。

申請期限
３月31日㈭までに実績報告書および補
助金請求書を提出すること。

▲ロゴマーク展開例

　　町内で事業を営む方が、パッケージ等に愛南町ブランディングロゴマークおよびキャッチコピー
を使用し、愛南町の知名度の向上と使用するものの価値を広く伝えるために必要な経費の一部
を補助します。
▶補助について

1.補助金を申請したい場合は、「愛南町ロゴマーク等活用支援事業補助金交付要綱」に基づき、町（商工観光
課）へ事前に申請してください。

　2.補助金を申請できる方は、次のとおりです。
　①町内で事業を営む方で、町税等の滞納をしていない方
②愛南町ロゴマーク及びキャッチコピー使用取扱要綱（令和3年愛南町告示第36号）第8条の規定に基づき、愛

南町ロゴマーク等使用の承認を受けている方
※補助金申請には、愛南町ロゴマーク等使用承認通知書（様式第3号）の写しが必要です。
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