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　　町内を運行する路線バス、タクシーなどの公共交通機関を身近に感じてもらうことを目的として、「愛南町公共交通
フォトコンテスト2021」を開催しました。応募19作品のうち、審査（愛南町地域公共交通会議）にて11点の入賞作品を
選定しました。特に評価が高かったのが以下の4作品です。なお、全ての入賞作品を町ホームページに掲載しています。

「交通安全教室の日」　濱本 秀
ひ で お

雄さん（船越）

「お庄屋前を行く」　上田 隆隆三
たかみつ

光さん（城辺甲）

「愛南に春が来た」　棚田 美
み え こ

惠子さん（城辺甲）

「愛南町公共交通フォトコンテスト2021」入賞作品

愛南町
ホーム
ページ

あいなんバスの路線図・
時刻表等はこちらから
確認できます。

「次は西浦中学校前」　幸
ゆ き だ

田 健
け ん い ち

一さん（御荘平城）

問：総務課　電話：72ｰ1211

愛南町
ホーム
ページ

　愛南町総合計画策定推進委員会では、令和３年７月13日㈫に清水町長より
「第３次愛南町総合計画の策定について」諮問をいただいて以降、会議を４回
開催し、審議を重ねてきました。
　　この度、審議結果が取りまとめられ、３月１日㈫に役場本庁で愛南町総合計
画策定推進委員会から清水雅

ま さ ふ み

文町長に対して、第３次総合計画案の答申書が
提出されました。
　　令和４年度からは、この答申内容に十分配慮した上で本計画の各種施策等
の取り組みを推進していきます。

愛南町総合計画策定推進委員会から答申を受けました

問：企画財政課　電話：72ｰ7317

▲左から　清水雅文町長と高木茂会長
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納期月
令和４年 令和５年

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月

納期限 5/2
㈪

5/31
㈫

6/30
㈭

8/1
㈪

8/31
㈬

9/30
㈮

10/31
㈪

11/30
㈬

12/26
㈪

1/31
㈫

2/28
㈫

3/31
㈮

税
目

町県民税 １期
全期 ２期 ３期 ４期

固定資産税 １期
全期 ２期 ３期 ４期

軽自動車税 全期

国民健康保険税 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期 ８期 ９期 10 期

介護保険料
( １号被保険者

普通徴収分 )
１期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期 ８期 ９期 10 期

後期高齢者医療
保険料 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期 ８期 ９期

税金は納期内納付を！令和４年度町税等の納期月（納期限）
　　令和４年度町税および介護・後期高齢者医療保険料の納期月（納期限）をお知らせします。
　　町税等の納付は、ぜひ口座振替をご利用ください。なお、口座振替日は、各納期限の日ですので、振替不能に
ならないように通帳の残高をよく確認しておいてください。 問：税務課　電話：72ｰ7301

健康アプリ「kencom」の
登録利用について

　　愛媛県では、県内にお住いの国民健康保険加入
者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実施しています。簡単に
健康管理がしたい方、運動不足が気になる方などス
マートフォンで健康づくりを始めてみませんか。
　　健康アプリｋｅｎｃｏｍは、歩数の記録や特定健診結
果の確認などができる健康づくりのためのアプリで
す。皆さんも楽しみながら、健康づくりを行いましょう。

問：町民課　電話：72ｰ7300

アプリの
登録方法は
こちら

問い合わせ
については
こちら

国民年金保険料の
学生納付特例制度をご存知ですか？

　　国民年金は、20歳以上であれば学
生も加入しなければなりません。しかし、
ご本人の所得が一定額以下の場合、
保険料の納付が猶予される「学生納付
特例制度」があります。
　　対象となる方は、学校教育法に規定

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

軽自動車税（種別割）の
減免申請手続きについて

〇減免申請は、5月24日㈫まで
　　身体障がい者・戦傷病者本人の所有で、通院・通学や生業等のために本人や家族・常時介護者が運転する
軽自動車は減免になる場合があります（障がいの区分、等級によって対象者は異なります）。１８歳未満の身体
障がい者または精神障がい者・知的障がい者で、国民年金法施行令別表に規定する１級の障がいと同程度の
状態にある方の家族が所有する軽自動車も該当となる場合があります。
　　減免申請を希望される方は、役場本庁税務課もしくは各支所へお越しください。
※毎年手続きが必要です。なお、対象となるのは普通自動車を含めて１人につき１台に限られます。

【申請に必要なもの】
・身体障害者手帳（戦傷病者手帳）または療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
・運転者の免許証・印鑑・車検証
・軽自動車税（種別割）納付書または口座振替通知書（※発送５月中旬）
・マイナンバー（個人番号）が分かるもの（個人番号カード・通知カード）

問：税務課　
　　 電話：72ｰ7301

愛南町
ホーム
ページ

　　学生納付特例の承認期間は４月から翌年３月まで
です。翌年度も在学予定である場合は、４月初めに再
申請の用紙が届きますので、引き続き申請をご希望の
場合は、必要事項を記入の上、ご返送ください。

する大学（大学院）、短期大学、専修学校等に在学す
る学生などです。申請の際は、在学証明書または学生
証を持参し、手続きをしてください。
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病児保育事業を実施しています
　　町では、病気などで保育所や幼稚園、小学校等に行
くことができない状態の子どもを、日中のみ預かって、
保育士・看護師が協力して保育看護する病児保育事
業を実施しています。登録は年度ごとに必要です。希望
する方は役場本庁保健福祉課までお越しください。
▶対象者　　生後３カ月から小学６年生までの児童

▶利用時間　　8：30～17：30（月～土）

※第１、３土・日曜日、祝日、お盆、年末年始は除く
▶場所　　岡沢クリニック　　テレサルーム

▶利用料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　住民税非課税世帯　　1,000円（1日）　　500円（半日）
　　住民税課税世帯　　2,000円（1日）　　1,000円（半日）

問：保健福祉課　電話：72ｰ1212

虫歯０本のお子さんを表彰
　　町では、５歳児健康診査で、虫歯が０本だったお子さん
を表彰しています。
　　３月に実施した５歳児健診で次の方が表彰されました。
　　これからもしっかり歯磨きをして、きれいな歯を守りましょ
う。
【３月の表彰者】
　・中尾　太

た い き

軌くん（平碆）
　・松原　蒼

あ お し

士くん（魚神山）
　・中川　美

み お り

織ちゃん（御荘平城）
　・吉田　羽

は い ね

衣音ちゃん（御荘平城）
　・西平　結

ゆ い こ

衣子ちゃん（御荘平城）
　・吉田　燈

あかり

くん（城辺甲）
　・山口　葵

あおい

ちゃん（城辺甲）
　・澤近　来

こ あ

明くん（広見）

問：保健福祉課　電話：72ｰ1212

「元気歯つらつコンクール」入賞
　　80歳以上で自分の歯が20本以上ある方を対象に、愛媛県と愛
媛県歯科医師会が実施する「元気歯つらつコンクール」で、町から
藤井吟

ぎ ん い ち ろ う

一郎さんと坂本牧
ま き こ

子さんが入賞されました。
　　入賞された方は、毎日しっかり歯をみがき、月に１回かかりつけ歯
科医による歯のメンテナンスを受けています。また子どもの頃に、い
りこをよく食べられたそうです。自分の歯が20本以上あるとほとん
どのものを食べることができ、元気に過ごすことができると言われて
います。
　　これからもお元気で、ご自分の歯で食べる楽しみを持ち続けてく
ださい。

▲藤井吟一郎さん
（須ノ川）

▲坂本牧子さん
（城辺乙）

問：保健福祉課　電話：72ｰ1212

「愛結びコーナー」の開設について

　　「愛結び」は、独身男女が自身のプロフィールを登
録（会員登録）し、相手情報を閲覧して会ってみたい方
を探します。そして、えひめ結婚支援センターが個別に
引き合わせを行います。
　　なお、「愛結びコーナー」を利用する場合は予約が
必要です。また、一部オンラインでも閲覧可能です。
　　詳しくは、お問い合わせください。
▶開設場所　　御荘文化センター３階（研修室）

▶開設日　　毎月第３日曜日

※第３日曜日に開設できない場合は、他の日に開設を
します。
▶開設時間　　11：00～14：00（最終受け付け）

問：えひめ結婚支援センター南予大洲事務所
　　 電話：0893ｰ57ｰ6705
       企画財政課　電話：72ｰ7317

愛南町人材育成事業審査会
委員募集

　　愛南町人材育成事業審査会の委員を募集します。申
し込み方法等についてはお問い合わせください。
▶職務の内容　　審査会に出席し、申請のあった事業に　

　　ついて審査する。
▶報酬等の条件　　日額７，０００円（交通費別途支給）

▶公募人数　　２人

▶任期　　委嘱の日から２年間

▶応募資格　　町内在住の20歳以上の方で、識見を有

　　する者
▶募集期間　　４月４日㈪～25日㈪

▶注意事項　　委員会等の委員を３つ以上兼務している

　　方は応募できません。

募 集

問：企画財政課
　　 電話：72ｰ7317

愛南町
ホーム
ページ
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　　「地域で助け合える体制づくり」をテーマに、令和３年
度愛南町防災フォーラムがオンラインで開催されました。

フォーラムでは、福浦地区における個別避難計画作成
の取り組み報告、南宇和高校の生徒による「地震・津波
から命を守るためのまちづくり」をテーマに活動してきた
成果報告、そして、愛媛大学防災情報研究センターの二
神透

とおる

副センター長から、個別避難計画についての情報提
供が行われました。
　　防災フォーラムの動画は、町ホー
ムページからご覧ください。

  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

つづ

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。

　　運動仲間をつくって、転びにくい体づくりをしませんか？ウォーキングやラケットテニス、
水中運動などを予定しています。
　興味のある方はお気軽にお問い合わせください。
▶期日　　５月中旬～８月中旬（全15回）

▶申込方法　　４月25日㈪までに窓口か電話でお申し込みください。

▶場所　　御荘Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館・屋外・プールなど

▶対象　　町内在住のおおむね55歳以上（介護認定を受けておらず、医師等から運動

の制限を受けていない方）
▶定員　　15人（４人に満たない場合は実施できません）

▶参加費　　64歳以下：1,850円　　65歳以上：1,200円

「第33期Ｂ＆Ｇオタッシャ教室」の参加者を募集します募 集

問：御荘B&G海洋センター　電話：72ｰ1117

愛南町
ホーム
ページ

　　Ｂ＆Ｇ御荘海洋クラブ
は、豊かな人格形成や体
力向上等を目的に、年間
を通じて各種マリンスポー
ツなど、さまざまな活動を
行っています。

クラブ員は随時募集しておりますので、興味のある方は
お気軽にお問い合わせください。
▶加入資格　　町内在住の小学３年生以上の方

▶年会費　　１人：５，０００円（研修事業等に参加する場合、

随時参加費を徴収します）

「Ｂ＆Ｇ御荘海洋クラブ員」を
募集します

募 集

愛南町
ホーム
ページ問：御荘B&G海洋センター　

　　 電話：72ｰ1117

愛南町観光振興等イベント審査
委員会の委員を募集します

　　愛南町観光振興等イベント審査委員会の委員を募集
します。申し込み方法等についてはお問い合わせください。
▶職務の内容

観光振興等イベントに係る補助金の交付・申請の審査
▶報酬等の条件　　日額7,000円（交通費の支給有り）

▶公募人数　　２人（委員定数10人以内）

▶任期　　委嘱の日から２年間

▶応募資格　　町内在住で、観光業の振興に関心のある方

▶募集期間

３月15日㈫から４月15日㈮まで

募 集

問：商工観光課
　　 電話：72ｰ7315

愛南町
ホーム
ページ

町内の中学生が書いた
防災小説を紹介します

  今回紹介する御荘中学校2年生は、３月３日㈭にラジオ

の防災特番で防災小説を朗読し、アナウンサーからイン
タビューを受けました。放送で朗読された小説は、ホーム
ページに掲載しています
ので、ぜひご覧ください。　 愛南町

ホーム
ページ

問：学校教育課　電話：72ｰ1113

愛南町防災フォーラムを
オンラインで開催

愛南町
ホーム
ページ

問：消防本部防災対策課　電話：72ｰ0131
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▲船越小６年生 ▲内海中１年生

　　防災意識の向上や災害時の行動に生かすことができる教
訓・防災話をまとめた「四国防災八十八話」や「愛南町の災害
体験談」を題材にした感想文コンクールが行われました。町内の
小中学校からは２８作品の応募があり、入賞者に賞状が授与さ
れました。

▶入賞者【小学校の部】

〇最優秀賞　　船越小学校６年　
　素材：四国防災八十八話
　題材：第１３話　　目の当たりにしたすごさ　
　題名：「目の当たりにしたすごさ」を読んで

〇優秀賞　　柏小学校５年　　
　素材：四国防災八十八話
　題材：第４３話　　長女が津波に奪われた
　題名：津波が来たら

〇優秀賞　　久良小学校５年　　
　素材：四国防災八十八話
　題材：第４０話　　弟のおかげ
　題名：ぼくが家族の命を守る

▶入賞者【中学校の部】

〇最優秀賞　　内海中学校１年　　
 素材：四国防災八十八話

   題材：第４０話　　弟のおかげ
 題名：私たちにできること

〇優秀賞　　一本松中学校１年　
 素材：四国防災八十八話
 題材：第２６話　　お母ちゃん行けんもん
 題名：「お母ちゃん行けんもん」を読んで

〇優秀賞   御荘中学校３年　　
 素材：四国防災八十八話
 題材：第５１話　　救ったのは人のつながり
 題名：自分だけではない

防災感想文の入賞者に表彰状授与

愛南町
ホーム
ページ

問：消防本部防災対策課　電話：72ｰ0131

【消費生活に関する情報をお知らせします】 愛南町
ホーム
ページ

　　引っ越しのシーズンに多く寄せられる相談です。国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、通
常使用による破損や経年変化によるものは貸主の負担、通常の使用方法を超える使い方による汚れや傷は入居者
の負担とされています。
　　例えば、台所のひどい油汚れ、タバコによる壁紙の変色や臭い、下地の張り替えが必要なくぎ穴、落書き、ペットに
よる柱の傷や臭いなどは「通常の使用方法を超える」として入居者の負担になります。ただし、費用の全てを負担する
必要はありません。例えば、壁紙の一部が汚れた場合は、その壁１面分の張り替え費用のみを負担するのが原則で
す。一方で、部屋の全面を新しく張り替えることは次の入居者を確保する目的で行うグレードアップと考えられ、貸主

負担となります。経過年数も考慮され、通常の使用方法なら、壁紙は丸６年住めば、張り替え費用
を負担する必要がなくなるとされています。
　　また、契約書に「ハウスクリーニング代は借主負担とする」などの特約の記載があると、退去時
に代金を請求されますので、契約前に契約内容をよく確認しておきましょう。
　　退去時のトラブルを未然に防ぐためには、入居前に部屋の傷や汚れを写真などで記録しておく
ことが大切です。そして普段から掃除をこまめにして、きれいな状態を保つよう心掛けましょう。

愛南町では、消費生活に関する相談窓口を開設しています。
開設日時：月曜日～金曜日の8:30～17:15
(毎週木曜日の9:00～16:00は消費生活専門相談員が対応します)

問：消費生活相談窓口(商工観光課内)
　　 電話：72-1405

【相談事例】
　賃貸住宅を退去したら、敷金を超える高額な原状回復費用を請求された。こんなに払わないといけないの？

☆敷金とは？…家賃滞納や部屋を損傷させた場合の修理費の担保として預けるお金です。退去時には滞納分や借
主に責任がある損傷の修理費などを差し引いた金額が返ってきます。

賃貸住宅の退去トラブル　～敷金を取り戻すために～

※記事中の学年は取材時(令和3年度)
を基準に掲載しています。


