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未 来への新しい風

今治新市政スタート

はじめまして
市長の徳永繁樹です。
先の市長選挙におきまして、多く

ルス感染症という、見えない大きな

ますが、市民の皆さまの声を謙虚に

の市民の皆さまからご信任を賜り、

敵の猛威の前で、あらゆるものが

受け止め、思いに寄り添い、
「市民

今治市長として市政を担わせてい

変容を余儀なくされました。

が真ん中」の理念で、今治の明るい

ただくことになりました。
新たな時代に向けての舵取り役と

私たちは、今まさに時代の転換
点に立っています。

未来を切り拓くために、誠心誠意、
身を粉にして努力してまいります。

して、課せられた使命と責任の重さ

進むべき方向性をしっかりと見

そして、今治を愛するすべての市

に、改めて身の引き締まる思いです。

定め、そのために何をすべきか、考

民の皆さまとともに「新しい風」を

平成の大合併から16年が経過し

え・行動する、これは私自身が政治

起こし、故郷が大きく変化し、発展

家を志した原点です。

した喜びを分かち合えるよう精励し

ましたが、今治市も人口減少、少子
高齢化が急速に進行しています。
また、この一年は新型コロナウイ
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誰もが経験したことのない変化
の激しい、激動の時代を迎えてい

てまいりますので、ご協力をよろし
くお願いします。

Profile

飾らない男です。

プロフィール

徳永繁樹（とくなが

しげき）

昭和44年11月10日生（51歳）
身長

178センチ
好きな歌

体重

75キロ

小田和正さんの
「こころ」
特に歌詞が好きです。

どんな少年時代
でしたか？

好きな食べ物は
何ですか？

野球少年

納豆、卵焼き、ハンバーグ

子どものころから野球が好きで、甲

足のサイズは小さめの
24.5センチ。大学生の息
子より小さいくらい。

好きな言葉は
何ですか？
蔭涼（いんりょう）
元愛媛県知事の加戸守行さんに教

とくちゃん、
しげきさんと
声を掛けてください

納豆は学生時代に食べるようにな

子園に出場することを夢見ていまし

り、健康にもいいので続けています。

た。ポジションはピッチャー。左投げ、

卵 焼きはシンプ ルなもの が 好きで

左打ち。当時の憧れは広島東洋カー

す。ハンバーグは妻の手作りがおいし

プの高橋慶彦選手でした。県議時代に

くて最高です。妻には
「何食べてもお

は現在の玉井敏久西条市長とバッテ

いしい、おいしいって言うね」
とよく言

リーを組んで、全国都道府県議会議員

われます
（笑）
。好き嫌いはありません

親善野球大会で何度も優勝しました。

が、
トマトが少し苦手です。

休日はどう
過ごしてますか？

ご自身の
性格は？

お風呂でリラックス

几帳面？大雑把？

市長就任後は行けていませんが、

きちょうめん

おおざっぱ

几帳面だけれども大雑把（笑）。熱

えていただきました。小さな樹が皆さ

お風呂いわゆる銭湯、温浴施設でゆっ

い人とよく言われますが、涙もろい一

んに支えられて、枝を伸ばし、葉をつけ

くりとくつろぐのが好きですね。
２時間

面もあります。とにかく人と話すのが

る大きな樹に成長し、真夏に涼が取れ

ぐらいは滞在します。他には、
ショッピ

好きです。人がどんなことを話すの

る日陰として、一息つくことができま

ングも好きです。視察に行った時など

か、話す時の所作も気になってよく見

す。いろいろなことに悩む人にちょっと

には必ず街をぶらりと歩いて、家族に

ています。自分が話す時は分かりやす

した憩いの場を与えることができる樹

こんなのどうかなと考えながら買い

く、難しい言葉を使わない。皆さんに

になるという意味があります。

物を楽しんでいます。

共感していただけるよういつも心掛
けています。

愛用の
靴磨きセット

スポーツ

スポーツ全般、
することも見ることも好きです。

どんなに疲れて家に帰っても
毎日靴磨きはかかしません。
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３つの政策の柱と
瀬戸内クロスポイント構想により
今治の未来に新しい風を
これから私たちが直面する課題は、人

また、市民を守るという視点から最重

口減少や少子高齢化、日本経済のダウン

要課題と捉えている新型コロナウイルス

サイジング、ウィズコロナ・アフターコロナ

感染症対策に関しては、引き続き、国や

時代の潮流による社会構造の転換など、

県、今治市医師会など関係機関と緊密に

幅広く、かつ深刻なものばかりです。

連携を図りながら、感染拡大防止に全力

しかしながら、市民の皆さまが愛する

で取り組みます。ワクチン接種についても

今治の未来が、
「持続可能な経済循環す

実施体制を整え、迅速かつ円滑に準備

るまち」として発展し続けるよう、３つの

を進めてまいります。

政策と瀬戸内クロスポイント構想を柱と
し、これらの問題解決に向け挑戦し続け
てまいります。

瀬戸内クロスポイント構想
ウィズコロナの時代への対応とアフターコロナの時
代への準備、今はこの２つを同時に考えなければなら
ないときであり、デジタル化をフル活用し、今まさに、市

流出から流入へ

資金

民の力を結集して発展に向け挑戦するときなのです。
「瀬戸内クロスポイント構想」は、そのための設計図

消費

であります。
今治市が瀬戸内海の“へそ”に位置する立地条件を
生かし、資金、消費、投資の流出を流入に変え、地域
で所得が循環することを目指す構想です。
国の分析手法を活用し、生産や分配、支出での資金
の流れを「見える化」することで、地域経済の長所と
短所を客観的に分析し、実効性の高い政策を立案・展
開していきます。
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投資

今治市

地域で所得が循環

1

３つの柱に基づいたさまざまな施策の一部をご紹介します。

「市民が真ん中」の視点で
市民の役に立つ市役所へ

市民サービスの質を高め、市役所を市民

満足度の高い超スマート自治体に体質変

⑶ハコ物事業を含めた大規模事業を市民
の目で再点検

・有効活用システムの導入

革します。

・わかりやすい事業計画等の公表

⑴聖域なき財政・市民負担の総点検で、

・市民の意見を聴く仕組みを構築

財源捻出、財源確保
・ふるさと納税の推進、クラウドファンディ
ング※の導入

・島しょ部へ総合事務所を設置
・各種申請手続きの電子化、押印の見直し
・市税等のキャッシュレス納付

⑵賢い支出で市役所の行財政改革
・行政改革ビジョンを再点検

※クラウドファンディングとは群衆
（クラウ
ド）
と資金調達
（ファンディング）
を組み合
わせた造語
※RPAとは
（ロボティック・プロセス・オート
メーション）の略語で、ロボットによる業
務自動化という意味

※

の導入

市民の命を守り
「商いができる」今治の実現

瀬戸内クロスポイント構想により、今治市
を製造、物流、デジタル、観光の拠点にし、
通過点から滞在地域に変貌させます。
地域外から「稼ぐ力」を高めるため、市
長が市の広告塔になり、今治市の歴史・文
化の財産、観光資源、素晴らしい工業 製
品・商品・農林水産物の情報発信と販路拡
大に努めます。
⑴デジタル化の加速で今治の経済を
「新しい成長」へ

・魅力ある地場産品・農林水産品をトップ
セールスで販路拡大
・国や造船立地自治体との連携強化
・各種産業の人材育成への支援
⑵島と海と陸をつなぐ魅力ある“まちづく
り”、“産業づくり”、“人づくり”の推進
・しまなみ海道通行料金の負担軽減を検討
・大学等を核としたまちづくりの推進
・FC今治と連携したスポーツによるまちづくり

・地域版総合商社の設立構想

3

まれる拠点施設として再生

上、超スマート自治体へ体質変革
・365日相談に対応する窓口の設置

・エネルギーの地産地消
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・民間事業者の参入を促進し、市民に親し

⑷デジタル化の加速で市民サービスの向

・公約を実現するための体制づくり

・定型的な事務作業を自動化できるRPA

⑸公の施設等見直し

⑶人が集まる、人が集う、文化と歴史が咲
く、“i.i.imabari”のパワーアップ
・中心市街地のにぎわい創出（今治マル
シェの開催など）
・ワーケーション※の受け入れを推進
・移住・定住の促進
・地域の魅力を再発見するマイクロツーリ
ズム（近場観光）の推進
・サイクルシティ今治をパワーアップ
※ワーケーションとは
（ワーク）仕事と
（バ
ケーション）
休暇を組み合わせた造語

「ひとりひとり」が輝く今治を
みんなで創出

⑴女性が輝く、子どもが輝くやさしい
まち“今治”
・結婚・妊娠・出産から育児まで切れ目のない
支援の充実（今治版ネウボラ※の創設）
・ICT（情報通信技術）
を活用した学習環境
の充実
・日本一おいしい給食の提供
⑵「健康・長寿」と障がい者にやさしい
まちづくり
・市民の健康・長寿の促進

・高齢者支援の充実

⑶防災・減災対策で災害に強いまち“今治”
・コロナ下での地震や豪雨災害との複合災害
への備え
・避難所施設トイレの洋式化
・総合版防災マップの作成・配布
・防災行政無線の運用改善、緊急告知ラジオ
の整備拡充

市民や職員らに出迎えられた
初登庁の様子

※ネウボラとはフィンランドの出産・育児支
援制度のこと。日本では、
この制度を参考
にした妊娠期から子育て期の家族への切
れ目のない総合的支援のことをいう

・障がい者に優しい地域共生社会の実現
施政方針は
こちらから

３月本会議で施政方針を表明する市長
広報いまばり
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ななみ

神野 七海さん

渡邉 修さん

46歳（自営業・朝倉）

地場産業の活性化や、子どもたちが将来に希望を
持ち住み続けられる社会を作ってもらいたいです。
どんなに時代が進んでも人々の生活は農業なくして
はありえません。次世代の担い手の確保など喫緊の
課題にも取り組んでほしいです。

私が通学している今治北高等学校
大三島分校には、存続という大きな課
題があります。その課題の解決のため
にも若者が定住できるような魅力あふ
れる大三島にしてほしいです。
しまなみ海道を生かしたサイクリン
グイベントなどで大好きな大三島が全
国に注目され、その良さを知ってもらえ
るような発信に期待しています。

自転車を活用したまちづくり
とびしま海道のＰＲや呉市との連携

きました
市民12人に聞

こんな

今治に
imabari

しげたか

加藤 成崇さん

43歳（自営業・関前）

コロナ禍でテレワークが進み、働き方もずいぶん変
わってきました。島しょ部でも高速通信網の整備が進
めば、働く場所を選ばなくなり移住者も増え、地方が
活性化すると思います。

しんぞう

小泉 信三さん

50歳（製造業・菊間）

地元の雇用が少なく若者が地元に
帰れない現状で過疎化が心配です。
地場産業の発展のほか、若者も興味
が持てる新たな観光スポットやIT産
業に力を入れてほしいと思います。
新鮮な魚や鉄板焼き鳥が好きです。
都会の方にアピールし、移住したいと
思えるまちづくりに期待しています。

矢野 由美子さん

58歳（主婦・吉海）

しまなみ海道は島に住んでいる
人たちの生活道路なので、通行料
金をもう少し下げてほしいです。
今治の美しい自然が好きで、青い
海と島々を見ていると心が洗われま
す。この景色を楽しめる場所が増え
ることを期待しています。
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17歳（学生・大三島）
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子どもから高齢者まで
生き生きと安心して暮らせる町
ゆう

玉井 由さん

36歳（主婦・玉川）
いちほ

友晴くん（８歳）・一帆ちゃん（４歳）
大新田公園のわくわく広場のように、明るく安全
で遊びやすく、また駐車場も完備された公園を玉
川にも作ってほしいです。夫婦で参加し、子育ての
悩み相談ができ仲間づくりが楽しくなるような教室
などの情報発信をお願いします。

とものり

藤村 知永さん

47歳（自営業・宮窪）

島しょ部から市内までの交通費の
負担を軽減し、自由な往来ができる
ようになることを希望します。
しまなみ海道の自然豊かな景色を
もっとたくさんの方々に見てもらえる
よう魅力を発信し、
「行ってみたい」
と思ってもらえるまちづくりに期待し
ます。
48歳（社会福祉士・伯方）

自然豊かな伯方島にはたくさんの多国籍
の住民が暮らしています。そういった方々へ
のサポートに加え、小さなお子さんから年配
の方まで、療育・教育、防災など安心して生活
するための情報をわかりやすい形で届けてほ
しいです。また、地域でのつながりや支え合
いを目的としたコミュニティ運営のサポートも
希望します。

届け！私たちの
声

なってほしい

港や海近の商店街など
元気な町になってほしい

りょうこ

田窪 良子さん

村上 あらしさん

45歳（旅行業・上浦）

船や港の印象が強い今治市です
が、静かになってしまった港や海近の
商店街があるので、今治らしい海が
元気な街になるといいなと感じてい
ます。
今治の船・港湾・漁港・海が大好き
です。景色も素晴らしく、魚介類が本
当においしいです。

や、取り組んでほしい
新しい市長に期待すること
いてみました。
ことを市民の皆さんに聞
こと
新市長に望む

矢野 伸也さん

60歳（自営業・波方）

人口減少・高齢化が進む地域で、
若い夫婦が安心して居住できる新し
い制度を確立してほしいと思います。
また、地 域 活 性化のために青 年 団
員、消防団員の確保をお願いしたい
です。
瀬戸内海国立公園を擁するこの美
しい自然環 境は今治市民の誇りで
す。ぜひもっと全国にアピールしてく
ださい。

令和３年度新規採用職員も一言
矢野 秀喜さん

豊かな自然、魅力満載な
今治を上手に発信してほしい
よしか

木村 良佳さん

36歳（主婦・大西）

子育て支援のお手伝いをしています。子どもは
地域の宝です。少子化対策として、地域で支え合
いながら子育て世代が安心して子どもを産み育て
られる魅力ある環境づくりをお願いします。

28歳（今治市職員・小浦）

10年ぶりに今治市に帰ってきました。
外に出たことで改めて今治市の素晴らし
さに気付くことができました。生まれ育っ
たふるさとに恩返しをしたい、もっと多く
の人に訪れてもらいたいという思いで４月
から市職員になります。市長と一緒に市
民の方に寄り添った市民ファーストの行政
を志し、住んでいる人、訪れた人がワクワ
クするようなまちづくりに挑戦していきた
いと思います。
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市役所からのお知らせ

LINE アカウント

新型コロナウイルス、防災、子育て、観光
イベントなどの情報を随時発信中

●今月の特集
２月20日㈯から徳永繁樹市長が就任し
ました。今月の特集では、市長のあいさつ、
プロフィール、瀬戸内クロスポイント構想な
どの政策を紹介するほか、新市政に期待す
る市民の声を掲載しています。

23
24
26
31
33
34
35
37

世帯

今治新市政スタート

市役所本庁の機構／令和３年度今治市の予算／令和3年度第１回市
有財産の公売／固定資産税に関するお知らせ／市民が共におこす
まちづくり事業の募集／今治市食と農のまちづくり委員会公募委員
募集／在宅で高齢者を介護している皆さんへ／令和３年度重度障が
い者
（児）
タクシー利用助成券／引っ越したら住民票を移しましょう／
聖火リレーがやってくる／成人式のお知らせ など

i.i.imabari
みんなのひろば
情報のひろば
子育て情報
美術館・博物館ガイド
図書館だより
けんこうインフォメーション・市民医学講座
救急病院

人口・世帯
人口

目 次

（令和３年２月末現在）

155,963人（前月比122減）
男74,234人・女81,729人
76,411世帯（前月比14増）

ダム貯水率

（３月16日現在）

玉川ダム

94.3％

台ダム

83.3％

うてな

※新型コロナウイルスの影響により、本紙に掲載している催し物などが中止、
または延期になる場合があります。
最新の情報はホームページをご覧になるか、各問合先へご確認ください。

今治市オリジナル婚姻届・出生届の配布開始
結婚・出産という人生の大きな節目を記憶に残るも
のにし、市への親しみや愛着を感じていただけるよう、
今治市オリジナル婚姻届・出生届を作成しました。
今治応援大使 画家のMAYA MAXXさんがデザイ
ンを手掛け、明るくキラキラした湧き上がる喜びが表現
された届書には、利用者を祝福したいという思いが込め
られています。手元に保管していただく「記念用」の用
紙もあり、届書を記入した時の緊張や感情などを思い
返すことができます。なお、出生届への証明については
出産される病院へご相談ください。
■配布開始 ４月１日㈭～

■配布場所 市民課または各支所

■問合先 TEL 0898-36-1532

FAX 0898-32-1020
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広報いまばり

令和３年４月号

新型コロナワクチン接種について

接種費用は
無料です

（令和３年３月15日時点）

新型コロナワクチン接種による感染症の予防

新型コロナワクチンは、新型コロナウイルス感染症による重症者や感染者の発生を減らし、
結果として新型コロナウイルス感染症のまん延を防ぐことが期待されています。

新型コロナワクチン接種の開始時期について（予定）
ワクチンの供給状況によって、接種の時期は変更されます。

被接種者/開始時期

医療従事者など

３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬

３月上旬から接種開始
４月中旬より、一部の方

※ 高 齢 者 から接種開始（見込み）

本格接種開始５月以降の予定

基礎疾患を有する方

未定

高齢者施設などで
従 事されている方

未定

上記以 外の方

ワクチンの供給量などを踏まえ順次接種
※高齢者（令和３年度中に65歳に達する、昭和32年４月１日以前に生まれた方）

新型コロナワクチン接種の流れ

①市が発送した接種券（クーポン券）および予診
票を受け取る。

⑴高齢者の方には先に接種券、その後、予診票を発送します。
⑵それ以外の方へは順次発送します。
※ワクチンの供給状況によって、接種時期は変更されます。市
からの情報発信を適宜確認していただき、対象時期になって
も接種券が届かない場合は、コールセンターへお問い合わせ
ください。

③事前に医療機関などに予約して、ワクチン接種
を受ける。

予約の方法は、コールセンターや希望する医療機関へ直
接予約をしてください（ネット予約も準備しています）。
※他の市町村に住民票があり、やむを得ない事情で今治市
に滞在している方（単身赴任者、下宿中の学生など）に
ついては、事前に届出することで、今治市で接種を受け
ることができます。

②接種の時期が来たら、今治市内の医療機関など
で接種を受けることができます。
接種の時期および接種ができる医療機関などは、市から
広報紙やホームページなどでお知らせします。

今治市新型コロナワクチンコールセンター

TEL 0570‐005‐108
受付時間／平日、休日問わず9：00～19：00

注意

新型コロナワクチン接種などに
便乗した詐欺にご注意ください！！

近頃、新型コロナワクチンを優先接種できると語り、
金銭を要求する詐欺電話やメールが相次いでいます。
ほかにも、ワクチン接種には、予約金や接種費用が必要
などと金銭を要求するケースも報告されています。
新型コロナワクチン接種は無料で実施されますの
で、万が一電話や訪問などで金銭を要求された場合
は、絶対に要求に従わないでください。なお、不審に
思った場合は、個人情報などを教えず、市役所または最
寄りの警察署へ相談してください。

新型コロナワクチン接種についての、疑問や不安を相談す
る窓口として、コールセンターを開設しています。
なお、接種の電話予約もコールセンターで受付できる準
備を進めています。
新型コロナワクチン接種に関する最新情報
は、今治市（新型コロナウイルスワクチン接種推
進本部）のホームページをご覧ください。

■問合先 新型コロナウイルスワクチン接種推進本部

TEL 0898-36-1621
FAX 0898-36-1631
広報いまばり

令和３年４月号
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市役所からのお知らせ

市役所 本庁の機構

担当課がご不明なときは代表電話をご利用ください。
ＴＥＬ０８９８-３２-５２００㈹ ＦＡＸ０８９８-３２-５２１１㈹

令和３年度組織改正についてお知らせします。
主な組織改正の内容は次のとおりです。

お知らせ

●市民が真ん中課を設置し、各政策を推進します。
●未来づくり課を設置し、デジタル化施策を推進します。
●総務調整課に新型コロナウイルス総合相談室を設置し、
新型コロナウイルスに関する相談を受け付けます。

●健康推進課に感染症対策室を設置し、新型コロナウイ
ルスワクチン接種を進めます。

●簡易水道課を水道課に名称変更します。

組織改正に関する問合先
人事課 ＴＥＬ０８９８-３６-１５０４

部・課名
総

みんなのひろば

本庁各課の主な仕事
電話番号

総 務 調 整 課 ０８９８-３６-１５０２

務
部

情報のひろば

人
事
課 ０８９８-３６-１５０４
情 報 管 理 課 ０８９８-３６-１５０９
契
約
課 ０８９８-３６-１５６０

な

業

務

内

容

企画財政部

子育て

防 災 危 機 管 理 課 ０８９８-３６-１５５８

災害対策本部・水防本部の運営、防災会議、防災訓練、各種防災計画策定、防災対策、国民保護などの
危機管理、自主防災組織、防災士育成、防災情報伝達システムの整備・維持管理、自衛官募集事務

市民が真ん中課 ０８９８-３６-１５０３

総合計画、政策の推進調整、市行政の調査研究、広域行政、新市建設計画、地方版総合戦略、国家戦
略特区、地域振興、離島・過疎振興、支所との連絡調整、交通政策、離島航路・バス交通・渡船

未 来 づ く り 課 ０８９８-３６-１５０７
課
課
課
課
課

０８９８-３６-１５０５
０８９８-３６-１５０６
０８９８-３６-１５１２
０８９８-３６-１５１０
０８９８-３６-１５１１

行政改革の推進、行政評価、職員提案、指定管理者制度、デジタル化施策総合企画の推進、スマート
自治体の推進
財政計画、予算の編成・執行管理
庁舎・公会堂・市民会館の運営管理、市有財産・区有財産の管理・活用
市税・介護保険料・個人県民税の徴収、債権管理
市県民税・国民健康保険税・介護保険料・軽自動車税の課税
固定資産（土地・家屋・償却資産）税の課税、旧土地台帳の副本に関することなど

健 康 推 進 課 ０８９８-３６-１５３３

母子・老成人の健診・相談、母子健康手帳の交付、予防接種、新型コロナウイルスワクチン接種、子育
て世代包括支援センター、保健センター、島しょ診療所、クアハウス、地域医療対策

福祉政策課 ０８９８-３６-１５２５

福祉の総合調整・調査研究、社会福祉団体、民生委員・主任児童委員、戦傷病者・戦没者遺族の援
護、福祉センター、清流園・楠風園

障がい福祉課 ０８９８-３６-１５２７

障がい者福祉、障がい者福祉団体、発達支援センター、障がい者福祉センター、サン・アビリティーズ
今治、ひよこ園、地域活動支援センター

高齢介護課 ０８９８-３６-１５２６

老人福祉、老人クラブ、介護保険、介護予防・日常生活支援総合事業、高齢者への在宅サービス、地
域包括支援センター

としょかん

福祉事務所
健康福祉部

美術館・博物館

財
政
管
財
納
税
市 民 税
資 産 税

健
康
救急病院

市民環境部

子育て支援課 ０８９８-３６-１５２９ 子育て支援、家庭児童・婦人相談、児童クラブ、ひとり親家庭の福祉、各種児童手当、児童館、母子生活支援施設
保育幼稚園課 ０８９８-３６-１５２４ 保育所、認定こども園、幼稚園、地域型保育事業所、一時預かり、病児保育
生活支援課 ０８９８-３６-１５２３ 生活保護、生活困窮者自立支援、行旅病人・行旅死亡人
コミュニティ、市民の安全安心、交通安全対策、行政相談・市民相談、消費生活センター、計量、市民
市 民 生 活 課 ０８９８-３６-１５３０ 活動の推進、特定非営利活動法人、市民活動センター、人権啓発、隣保館、人権擁護委員、男女共同
参画の推進
市

民

課 ０８９８-３６-１５３２

戸籍・住民票・印鑑証明、戸籍届、住民異動届（外国人含む）、国保資格異動届、埋火葬の許可、人口
統計、
マイナンバーカード、パスポート申請・交付、自動車臨時運行許可、標識等交付（125CC以下）

国民健康保険、国民年金、重度心身障がい者・ひとり親家庭・子ども医療費助成、後期高齢者医療、
保 険 年 金 課 ０８９８-３６-１５２０ 保健事業と介護予防事業の連携
環 境 政 策 課 ０８９８-３６-１６３２ 環境施策、環境保全、衛生センター、クリーンシステム大三島
リサイクル推進課 ０８９８-４７-５３７４ ごみの収集・運搬・処理、ごみ減量・再資源化、クリーンセンター、中継センター、一般廃棄物最終処分場

生 活 環 境 課 ０８９８-３６-１５３５

畜犬登録・狂犬病予防、動物愛護、そ族・昆虫、火葬場の管理、墓地、改葬許可、公害対策、し尿、浄
化槽、動物死体

産業部

商 工 振 興 課 ０８９８-３６-１５４０ 商工業の振興、地場産業の振興、中小企業への融資、海事都市の推進、中心市街地の活性化
観光資源の開発、観光客の誘致、観光関係団体との連絡調整、観光施設の管理、自転車活用・サイク
観
光
課 ０８９８-３６-１５４１
ルシティの推進、イベントの開催・誘致
営 業 戦 略 課 ０８９８-３６-１５５４
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主

市の儀式、公印の管理、重要文書の審査、情報公開、個人情報保護、不当要求行為の防止、褒賞・
表彰、秘書、
「広報いまばり」発行・広聴活動、今治市の魅力の発信、報道機関との連絡調整、新型
コロナウイルス総合相談
職員の人事・服務・給与・福利厚生・公務災害補償・研修・人財開発、行政組織
地域情報化の推進および総合調整、情報システム機器および設備管理、庁内セキュリティ対策、統計
工事の入札・契約、用品の調達・検収、工事の設計審査、しゅん工検査

広報いまばり

令和３年４月号

産業創出、雇用創出、産学官連携、知的所有権、いまばりブランドの推進、特産品の販売促進、企業
誘致、新都市の調整、移住交流、国際交流・姉妹都市交流、ふるさと納税

部・課名

電話番号

主

な

業

務

内

容

農水港湾部

農林業の振興、農林業の制度融資、鳥獣の捕獲・飼養などの許可、有害鳥獣、地産地消、緑の募金、市内各農林
農 林 振 興 課 ０８９８-３６-１５４２
施設、食と農のまちづくり
土地改良事業の施行、水利調整、土地改良施設の維持管理、農業用ため池の整備、農地・農業用施
農 業 土 木 課 ０８９８-３６-１５４３ 設の災害復旧、農業集落排水の整備
水
産
課 ０８９８-３６-１５４６ 水産業の振興、水産資源の保護、漁業の制度融資、漁港漁場の整備・管理
港湾の改築・改良、海岸保全施設などの新設改良、公有水面の埋立、港湾の振興、港湾施設・港湾施
設用地の管理、港湾の統計、みなと再生、みなと交流センター

港

湾

課 ０８９８-３６-１５４５

道

路

課 ０８９８-３６-１５６４ 道路・橋りょうの新設・改良・維持修繕、砂防、広域幹線道路
都市計画、開発行為の申請・指導、国土利用計画（市計画）、大規模な土地取引の届出、地図情報の
統括、優良宅地の認定、景観法に基づく届出、屋外広告物、地籍調査

建

課 ０８９８-３６-１５６６

建築確認の申請・指導、建築物の指導・助言、建設工事にかかる資材の再資源化、長期優良住宅の認定、
がけ地近接危険住宅移転事業、木造住宅耐震診断・改修助成、空家対策、市有建築物の設計・工事監理

用 地 管 理 課 ０８９８-３６-１５６１

用地買収・補償・調整・登記、標準地（基準地）の価格などの閲覧、法定外公共用財産の管理、道路法の
適用を受ける財産の境界確定、市道・準用河川の占用許可、市道の認定、道路台帳、市営駐車場

築

水

道

情報のひろば

水道部
（公営企業）

課 ０８９８-３６-１５７６ 雑用水道
事業経営、予算・決算、水道職員の人事管理、水資源対策、水利調整、水道料金収納・調定、給水装
水 道 総 務 課 ０８９８-３６-１５７６
置工事・小口径給水管工事の受け付け・設計・施行

みんなのひろば

上下水道部

公 園 緑 地 課 ０８９８-３６-１５６３ 公園・緑地・広場の建設・管理、街路樹の管理、湯ノ浦パークゴルフ広場、かわら館、しまなみアースランド、国立公園・県立自然公園
住 宅 管 理 課 ０８９８-３６-１５６７ 市営住宅の管理、入居申請
下水道業務課 ０８９８-３６-１５７０ 下水道受益者負担金・使用料賦課徴収、水洗便所の普及、排水設備工事、排水設備指定工事店の指定
下水道の計画・建設、下水道管きょなどの維持管理、河川・水路、排水施設・樋門などの維持管理、下
下水道工務課 ０８９８-３６-１５７１
水処理施設の維持管理、下水の水質管理、除害施設

お知らせ

都市建設部

都 市 政 策 課 ０８９８-３６-１５５０

水 道 工 務 課 ０８９８-３６-１５７５ 水道事業の計画・建設、取水・浄水・配水施設の維持管理、水質検査、水道管路情報の管理
今 治 事 業 所 ０８９８-３６-１５７５

（朝倉・波方・大西を含む）

玉 川 事 業 所 ０８９８-５５-２２１１

子育て

水道料金徴収、予算・決算、水資源対策、所管施設の維持管理、給水工事、取水・浄水・配水施設の維
菊 間 事 業 所 ０８９８-５４-３４５０ 持管理、水質検査
越智諸島事業所 ０８97-82-1261

警

防

課 ０８９８-３２-２７７９

消
防
署

課 ０８９８-３６-１６１１
学 校 教 育 課 ０８９８-３６-１６０１
社 会 教 育 課 ０８９８-３６-１６０２
文 化 振 興 課 ０８９８-３６-１６０８
スポーツ振興課 ０８９８-３６-１６０４
学 校 給 食 課 ０８９８-３６-１６０５

教育委員会会議、学校教育施設の整備・維持管理、通学区域の調整、奨学金
学校の組織・編成、教育方針計画にかかる調査・統計、教育職員の任免

救急病院

教育委員会事務局

務

定例・臨時議会および議会関係各委員会などに係る事務、議会関係予算・決算管理、議場・議会関係
会議室および議員控室などの管理、市議会だよりの発行

康

議会総務課 ０８９８-３６-１５８０

健

市議会
事務局

総

０８９８-３２-６６６６㈹
０８９８-４７-４９９４
０８９８-３２-６１１９
０８９８-４１-７５９４ 火災の消火・警戒、救急、災害救助、消防水利の調査・保全、消防・救助・救急・技術の研究・指導、
０８９８-５４-４０９４ 火災原因・損害調査、消防・救助・救急訓練、予防査察
０８９７-７４-２１１９
０８９７-８６-２１１９
０８９７-８７-４１１９
０８９８-３６-１５９３ 公金の出納、決算の調製

としょかん

中央消防署
東分署
西 消 防 署
波方分署
菊間分署
北 消 防 署
大島分署
大三島分署
出
納
室

火災原因・損害調査、消防車両・資機材の維持管理、メディカルコントロール体制の推進、応急手当の普及、消防
応援協定、緊急消防援助隊、消防水利、警防計画など、火災・救急・救助統計、消防通信、気象観測・気象情報

美術館・博物館

消防本部

関 前 事 業 所 ０８９７-88-2111
総
務
課 ０８９８-３２-２７５５ 儀式・消防表彰、消防職員の人事管理、消防の組織・消防施設の維持管理、財産の管理、消防統計、消防団
火災予防の指導・広報、防火・防災管理の指導、危険物施設の許認可、石油コンビナート、建築許可
予
防
課 ０８９８-３２-２７５１ などの消防同意、消防用設備などの設置指導・検査、予防査察、火災予防条例、住宅防火、火薬類取
締法、液化石油ガス設備工事の届出

生涯学習、各公民館の管理運営、人権教育、視聴覚ライブラリー、青少年センター、図書館の管理
市内各文化施設の管理運営、文化財の保存・保護・活用、日本遺産の振興

スポーツの振興、公共スポーツ施設の管理運営、スポーツ団体の振興助成
学校給食センター・調理場の管理運営

選挙管理委員会事務局 ０８９８-３６-１５９０ 公職選挙の管理執行、選挙の啓発
公平委員会事務局 ０８９８-３６-１５９２ 市職員の勤務条件に関する審査、職員に対する不利益処分に関する裁決・決定
農業委員会事務局 ０８９８-３６-１５９１ 農地転用など農地の利用調整、農地相談
監 査 委 員 事 務 局 ０８９８-３６-１５９２ 市の監査事務
固定資産評価審査委員会 ０８９８-３６-１５０２ 固定資産の価格（評価額）に対する不服審査
広報いまばり

令和３年４月号
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市役所からのお知らせ

令和３年度今治市の予算
※

■問合先 財政課

ＴＥＬ０８９８-３６-１505

FAX 0898-32-5211 ㈹

本年度は、骨格予算を基本に、
ウィズコロナ、
ア

ブレット端末などのＩＣＴ機器を活用した学習環境

フターコロナの両方を見据え、感染症対策など喫

の充実を図ってまいります。
そのほか、防災インフラ

緊の課題への対応と、地域経済の維持の両立を

の整備・改修に係る経費など所要の予算を計上し

図りながら、新たな時代、新しい成長を目指す予

ています。

算編成を行いました。

『「市民が真ん中」の視点で市民の役に立つ

お知らせ

新型コロナウイルスワクチン接種を円滑に実施

市役所へ』、
『 市民の命を守り
「商いができる」今

するとともに、指定避難所などにおける感染対策

治の実現』、
『「ひとりひとり」が輝く今治をみんな

資機材の整備、
トイレの洋式化など、感染対策の

で創出』、
この３つを柱に、
これから政策を具体化

強化と併せて、地域の消費を喚起し、飲食店や

していくため、補正予算などをと

宿泊・観光業、小規模事業者への支援を強力に

りまとめ、全力で取り組んでまい

※「骨 格 予算」… 経
常的な経費を中心に、
社会情勢の急激な
変化や市民生活に直
接関わる喫緊の課題
に対応するために必
要な経費などを計上
した予算

みんなのひろば

推進してまいります。
さらに、小中学校においては、 ります。
電子黒板を令和３年度中に未整備の全学年に

今治市長

整備するとともに、
ＩＣＴ支援員を配置し、学習用タ

1,368億1,455万円（対前年度比2.9％増）

今治市の予算総額
情報のひろば

子育て

一般会計の歳入

美術館・博物館

総務費
55億3,984万円
（7.5％）

としょかん
健

教育費
58億1,069万円
（7.8％）

地方交付税
193億円
（26.0％）

救急病院
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一般会計

歳出合計
741億7,000万円

民生費
280億5,906万円
（37.8％）

衛生費
65億7,261万円
（8.9％）

土木費
公債費
82億9,597万円 111億1,132万円
（11.2％）
（15.0％）

康

算

１年間に必要な金額をどの
ように割り振るかを決めたも
ので、いわば市民の皆さんが
納めた税金がどのように使
われるかを示したものです。

その他
87億8,051万円
（11.8％）

市税
184億2,013万円
（24.8％）

歳入合計
741億7,000万円

国・県支出金
165億2,878万円
（22.3％）

予

企業会計
212億6,055万円
（対前年度比12.2％増）

一般会計の歳出

その他
86億1,399万円
（11.7％）

市債
59億6,020万円
（8.0％）

予算総額内訳

特別会計
413億8,400万円
（対前年度比0.0％）

一般会計
741億7,000万円
（対前年度比2.2％増）

譲与税・交付金
53億4,690万円
（7.2％）

徳永繁樹

用語豆知識

福祉、医療、教育、道路や公
園の整備など、市民生活の
基礎的なサービスにかかる
費用を計上したものです。

特別会計

特定の事 業（港 湾 事 業、国
民健康保険など）を行う際
に、収支をはっきりとさせる
ため一般会計と分けて経理
する会計です。

企業会計

発生主義に基づき、複式簿記により経理
される事業会計で、当該年度の企業の経
営活動で発生する収益とそれに対する
費用を指す収益的収支と、サービスの提
供に必要な施設の整備や更新に要する
費用とその財源を指す資本的収支の２つ
から成り立っています。

令和３年度は、
こんな事業を予定しています。
① 子育て

教育保育環境の充実

・私立保育所の建て替えに対する支援

お知らせ

② 健康・医療

健康づくり・疾病予防の促進

・新型コロナウイルス感染症予防接種の実施

医療体制の維持・確保

③ 福祉

介護予防・健康づくりの総合的な促進

企業版ふるさと納税制度を活用した
サッカー専用スタジアムの整備支援

⑩ 環境保全

・行政証明書のコンビニ交付サービスの
実施 (住民票の写し・印鑑登録証明書)
・行政証明書交付端末の導入
（本館１階）

・森林環境譲与税を財源とした森林環
境の整備

④ 教育

効率的、効果的な行政運営

特色ある教育環境の整備

・波方支所・公民館の統合整備

自然環境の保全

地球温暖化・省エネ対策の推進

・住宅用新エネルギー等関連設備費の補助

下水道・合併処理浄化槽の整備

・下水道処理区の統合に向けた整備
・浄化槽設置整備費の補助

・島しょ部高等学校の教育環境の維持・
向上

学校教育施設(設備)の整備

⑤ 文化芸術・スポーツ

サイクルシティ構想の進化／深
化／真価

・日本遺産
「村上海賊」
の情報発信

今治新都市の形成促進

・地域おこし企業人制度の活用

文化財の保存・活用

・東京オリンピック・パラリンピックに向けた
機運醸成およびホストタウンの取り組み

⑧ 基盤整備

⑫ 雇用・産業

・市営住宅
（四村）
の建て替え

・鳥獣被害対策の推進

公営住宅の建て替え

安心・快適な住環境づくり

・NPO法人やボランティア、学生団体
への支援

⑨ 災害対策

市民活動の活性化

消防体制の充実

・耐震性防火水槽の整備

河川等氾濫防止のための治水施
設の整備
・老朽化した樋門・ポンプ施設などの整備

地場産業の振興

・バリシップ2021の開催
・今治ブランドの構築・情報発信・販売促進

新型コロナウイルス感染症経済
対策の実施

・キャッシュレス決済プレミアム還元事
業の実施
・市内飲食店の事業継続への支援
・市内宿泊利用者に対する観光クーポン
の配布
・経営基盤の強化・雇用確保に取り組む
市内企業に対する支援

広報いまばり
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救急病院

・
「地域おこし協力隊」
制度の推進

・老朽危険空家の除却や木造住宅の耐
震化への支援

農林水産物の生産環境の整備

康

外部人材を活用した地域活性化

・企業版ふるさと納税制度を活用した
サッカー専用スタジアムの整備支援

健

⑥ 暮らし・交流

令和３年３月に導入した住民票などの
コンビニ交付サービス

としょかん

文化やスポーツを通じた国内外
交流の促進

美術館・博物館

⑪ 観光・交流

・小中学校におけるＩＣＴ環境の整備・充実

子育て

行政機能の充実

情報のひろば

⑦ 行政サービス

・高齢者の保健事業と介護予防の一体
的実施
・地域住民主体型の訪問生活支援サー
ビスへの補助

みんなのひろば

・救急医療体制の維持
・医療人材の確保に向けた取組への支援

市役所からのお知らせ
令和３年度

４月の納税
固定 資 産 税

所在地

第１期・全 期

納 期 限 は４月30日㈮

口 座 振 替 は 納期 限の日 で す
預 金 残 高 をご 確 認くだ さ い

第１回市有財産の公売
区分 実測面積（㎡）㎡単価（円）予定価格（円）

菊間町佐方2135番１ 土地
佐方2138番３ 建物
佐方2139番３ 計
■入札日時

1,845.08
1,139.37

3,252

6,000,000
19,789,000
25,789,000

令和３年度より市税などがスマートフォンアプリで
納付できるようになりました。
市税などの納付は、便利な口座振替や、スマート
フォンアプリをご利用ください。
もし納期限までに納付されていない場合は、財産の
差し押さえなどの滞納処分を受けることになります。

お知らせ
みんなのひろば

■売買方法
■申込先

■注意事項

■問合先 納税課

TEL 0898-36-1512
FAX 0898-31-3181

情報のひろば

４月30日㈮ 10：00～
非線引都市計画区域（用途地域：未指定）
一般競争入札
４月５日㈪から16日㈮までの平日８：30～17：15ま
でに市有財産入札参加申込書などを管財課へ
TEL 0898-36-1506
FAX 0898-32-5211㈹
長年地域の交流・憩いの場として利用されてきた施
設です。引き続き、地域住民の地域コミュニティ活動
や災害発生時の避難場所として、またそのほか公共
目的など地域連携・協働の場として協力をお願いし
ます。
社会教育課
TEL 0898-36-1602
FAX 0898-32-5722

■都市計画区分

■問合先

不動産取引無料相談

市民課窓口の時間延長日
時 毎週月・水曜日（祝・休日を除く）19：00まで
■内 容 住民票の写し、印鑑証明書、戸籍証明書、旅券の交
付およびマイナンバーカードの手続き全般
※住所変更届、国保異動届、印鑑登録、旅券の申請
は受け付けできません。
■問合先 市民課
TEL 0898-36-1532
FAX 0898-32-1020
■日

子育て

時 ４月16日㈮ 10：00～15：00
※毎月第３金曜日
■問合先 （公社）愛媛県宅地建物取引業協会
今治地区連絡協議会（南大門町１-２-６）
TEL 0898-32-0090
■日

美術館・博物館

４月の ホームゲーム は25日（日）13時キックオフ！

としょかん

2021シーズン、チームキャプテンは４人体制
背番号 ４
DF（ディフェンダー）

背番号 １
GK（ゴールキーパー）

修行

園田

智仁

拓也

４月の試合日程
アウェイ
ホーム
ホーム

４月３日㈯ 13時キックオフ VS いわてグルージャ盛岡
４月25日㈰ 13時キックオフ VS Y.S.C.C.横浜

健
康

ホームゲームのチケット購入方法はFC今治までお問い合わせ
ください。
ダゾーン
DAZNで生中継を予定しています。DAZNで観戦すると、視
聴数に応じた「ファン指標配分金」がクラブに支給されます。
DAZNを視聴してクラブを応援しよう！

救急病院

背番号 ３
DF（ディフェンダー）

駒野

友一

背番号 25
MF（ミッドフィルダー）

楠美

圭史

DAZNなら全試合生中継＆見逃し配信！
Jリーグ、プロ野球など130種類以上の

スポーツコンテンツが見られます
登録はQRコードから！

今年は昨年の楠美選手、駒野選手、園田選手に加え、修行選
手が就任しました。４人のキャプテンを中心にチーム一丸となっ
て戦います。
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FC今治の最新情報はFC今治公式ホームページにて
httpｓ://www.fcimabari.com/
【問合先】FC今治 TEL 0898-31-8701
FAX 0898-31-8702

FC今治
ホームページ

議長・副議長が決まりました

弁護士法律無料相談
時 ４月21日㈬ 13：00～ ■相談時間 １人20分
■場 所 市役所（第２別館８階 ミーティングルーム）
■予約申込 ４月13日㈫ 大三島支所 ２階会議室
４月14日㈬ 12：15から12：30までに市役所（第１
別館10階 101会議室）へお越しください。
※代理可・電話での受け付けはしません。
■選考方法 本人または代理人による抽選の上、11人決定します。
（大三島支所２人までを含む）
■日

令和３年第１回今治市議会臨時会で以下のとおり決定しました。

時 ４月14日㈬ 13：00～15：00
所 市役所（第１別館10階 101会議室）
※総務省に委嘱された行政相談委員が行政に関する
苦情、相談なんでも承ります。
■問合先 市民生活課
TEL 0898-36-1530 FAX 0898-32-5211㈹
※新型コロナウイルス感染拡大の影響により各相談会は中止に
なる場合があります。４月１日㈭以降に市民生活課までお問
い合わせください。

お知らせ

行政無料相談

■日

■場

議長

近藤博氏

副議長

渡部豊氏

■問合先 今治市議会事務局

みんなのひろば

TEL 0898-36-1580
FAX 0898-36-1582

固定資産税に関するお知らせ

特設相談

令和３年度固定資産税納税通知書を４月上旬にお送りしま
す。所有する固定資産（土地・家屋）の課税内容は、同封の課税
明細書で確認できます。

月日

４月12日㈪
26日㈪

場 所

時 間

13：00～15：00 総合福祉センター１階相談室

■問合先 市民生活課

常設相談

人権啓発室
TEL 0898-36-1521 FAX 0898-32-5211㈹
時 間

場 所

月～金曜日（祝日を除く）８：30～17：15 法務局今治支局

■問合先 松山地方法務局今治支局

TEL 0898-22-0855

みんなで考える人権49子どもと人権

平日8：30～17：15

象 固定資産税の納税義務者またはその代理人
※代理人の場合は委任状も必要
■手数料 無料 ※縦覧帳簿のコピーは不可
■対

■持参物 本人確認書類

固定資産課税台帳（名寄帳）閲覧について
時 上記期間中
■持参物 本人確認書類 ※代理人の場合は委任状も必要
■手数料 無料 ※上記期間以外は発行手数料300円が必要
■日

今年は３年に一度の評価替えの年（基準年度）です。

評価替えは、据え置き期間における資産価格の変動に
対応し適正かつ均衡のとれた価格に見直す制度です。そ
のため、前年度と比較し価格が大きく増減している場合が
あります。
評価替えにより評価額が大きく上昇した土地は、急激
な税負担の上昇を緩和する負担調整措置が適用されま
す。ただし、現況地目の変更などがあった場合には適用さ
れません。

健
康

■問合先 資産税課または各支所

救急病院

人は出身地、人種や民族、性別、障がいの有無などに関係なく基
本的人権が保障されています。それは大人だけでなく子どもも同じ
です。
しかし、いじめや体罰、児童虐待など子どもたちを取り巻く環境は
さまざまな問題を抱えています。
全ての18歳未満の子どもが社会的に保護され人権が尊重される
よう、1989年に国連で
「子どもの権利条約」
(児童の権利に関する条
約)が全会一致で採択され、日本も1994年に批准しています。この
条約では子どもが一人の人間として大人と同じように独立した尊厳
と人格を持つものとみなしており、文化や法制度などの違いを越
え、全ての国や地域の人に受け入れられる内容となっています。
これを受けて、日本でも
「子どものSOSミニレター」
を全国の小中
学校で配布するなど子どもが人権相談しやすい取り組みやさまざ
まな啓発を行っています。
私たちも、子どもを取り巻く状況やさまざまな問題を無視するこ
となく社会全体で子どもたちを見守り、育てていくことが大事です。
■問合先 市民生活課 人権啓発室
TEL 0898-36-1521 FAX 0898-32-5211㈹

時 ４月１日㈭～30日㈮

■縦覧場所 資産税課または各支所

としょかん

人権相談は、法務局今治支局（旭町１-３-３）でも受けていま
す。月・水・金曜日の９：00～16：00は、人権擁護委員が相談を
受けます。秘密は厳守しますのでお気軽にご相談ください。

■日

美術館・博物館

月日

土地・家屋の縦覧について

子育て

※支所での人権無料相談は、各支所住民サービス課にお問い合
わせください。

情報のひろば

人権無料相談

TEL 0898-36-1511
FAX 0898-32-5211㈹

広報いまばり

令和３年４月号
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市役所からのお知らせ
市民が共におこすまちづくり事業の募集

市民団体などが行うまちづくり事業に対し、補助金を交付し
ます。
（１団体あたり、下記の各事業につき２回まで）

■募集事業 ①市民活動推進事業

お知らせ

■審査方法
■補助金額
■対

象

みんなのひろば

■申込先

今治市を個性的で魅力のあるまちにするための継
続事業
②テーマ型協働推進事業
提示するテーマに基づき、学校・自治会・企業など
多様な団体との協働によりそれぞれの特性を活か
した継続性のある事業
プレゼンテーション審査
①50万円（上限） ②100万円（上限）
※１事業あたり補助対象経費の70パーセント以内
詳しくはホームページをご覧ください。
５月６日㈭ 17：15
（必着）
までに
市民生活課へ
TEL 0898-36-1530
FAX 0898-32-5211㈹
市民生活課

情報のひろば

戦没者などのご遺族の皆さんへ

今治市食と農のまちづくり委員会公募委員募集
務 食と農林水産業を基軸としたまちづくりに関する基
本的な施策の審議・提言など
■募集人員 若干名（平日昼間に必要に応じて年１・２回程度）
■任 期 令和３年６月１日から令和５年５月31日まで
■応募資格 ・市内在住の20歳以上の方で任期満了まで市内に
居住する見込みのある方
・これまでに今治市食と農のまちづくり委員会委員
経験のない方
・他の附属機関などの委員でない方
■応募先 ４月１日㈭から15日㈭ 17：15までに、応募用紙と
「これからの今治市の食と農のまちづくりについて」
と題した800字程度の小論文
（様式自由）
を持参、郵
送
（〒794-8511 住所不要）、ファクス、Eメールい
ずれかで農林振興課へ
TEL 0898-36-1542
FAX 0898-32-5266
Eメール nourin@imabari-city.jp
■職

押印の見直しについて

第11回特別弔慰金の請求を受け付けています。

子育て
美術館・博物館

象 戦没者などの死亡当時のご遺族で、法で定められた
先順位の方お一人。
※基準日の令和２年４月１日において、
「恩給法によ
る公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法
による遺族年金」などを受ける方がいない場合に
限られます。
■支給内容 額面25万円（５年償還の記名国債）
■請求期間 令和５年３月31日㈮まで
※請求期間内に請求を行わないと、時効により権利
が消滅します。
■問合先 福祉政策課または各支所
TEL 0898-36-1525
FAX 0898-25-3757
■対

法令や県条例などによるもの以外の市に提出する各種申請
書などへの押印の見直しを行い、４月１日㈭から約2,200件の
事務への押印が廃止になりました。ただし、実印による手続き
や契約事務については押印が必要です。
なりすまし防止のためのお願い
なりすまし防止のため、
マイナンバーカード、運転免許証など
による本人確認をする場合がありますので、本人確認書類が必
要かは各担当の窓口にお問い合わせください。
事業者の皆さんへのお願い
申請書や請求書への押印も不要になります。ただし、提出す
る書類には責任者や担当者の氏名と連絡先の記入が必要にな
りますのでご協力をお願いします。

■問合先 総務調整課

としょかん

TEL 0898-36-1502
FAX 0898-32-5211㈹

浄化槽設置の補助制度をご利用ください

健

■補助対象 公共下水道処理区域、小規模下水道処理区域を除く

康

区域で、汚水処理未普及解消につながるなどの要件
をみたした合併処理浄化槽を設置し、令和３年度中
に着工し完成（令和４年２月末まで）する方。

救急病院

人槽区分
５人槽
６～７人槽
８～10人槽

新

築

332,000円
414,000円
548,000円

補助限度額
転 換※
くみ取り便槽 単独処理浄化槽
宅内配管工事費の補助
450,000円
450,000円
300,000円（上限額）
600,000円
600,000円
※単独処理浄化槽からの
転換のみ対象
800,000円
800,000円

※転換とは
くみ取り便槽または単独処理浄化槽を合併処理
浄化槽に設置替えすること。
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令和３年４月号

※左記区域内でも補助金の対象となる場合もあります。
※浄化槽管理者は適正な管理として、保守点検・清掃（くみ取
り）・法定検査の３つを実施する義務があります。

■問合先 生活環境課または各支所

TEL 0898-36-1535
FAX 0898-24-7530

市税などがスマートフォンで納付できます

利用券交付申請のお知らせ

４月１日㈭からスマートフォンアプリでいつでも・どこでも市税
などの納付ができるようになりました。ご自分に合ったアプリを
ダウンロードし、納付書の支払い用バーコードを読み取るだけで
納付できます。

高齢者公衆浴場入浴利用券
愛媛県公衆浴場業生活衛生同業組合今治支部加入の公衆浴
場で利用できます。
■利用期間 交付日から令和４年３月31日㈭まで
■対 象 今治市に住所を有する65歳以上の方
■助成金 １回につき200円 ■利用回数 １か月に２回

■対象科目 市税、国保税、介護保険料など

※詳しくはホームページをご確認ください。

■利用可能なスマホ決済アプリ

敬老マッサージ施術利用券
今治市敬老マッサージ登録施術所で利用できます。
■利用期間 交付日から令和４年３月31日㈭まで
■対 象 今治市に住所を有する70歳以上の方
■助成金 １回につき1,000円 ■利用回数 年４回

納税課

お知らせ

モバイルレジ、PayPay、LINE Pay
■問合先 納税課
TEL 0898-36-1512
FAX 0898-31-3181

■申請受付 ４月１日㈭～

■持参物 本人確認書類（写し可）

狂犬病予防注射（畜犬登録）
を実施します

■対
■料

実施日

蒼社川緑地

馬越公園

14日㈬
15日㈭
18日㈰

駅南公園
慶応公園

JA越智今治日高支店
高橋精米所

13：00～14：00
桜井公民館
国分公民館
富田公民館
清水公民館
日高公民館

14：20～15：20
喜田村集会所
五十嵐第一集会所
鳥生公民館
立花カルチャーセンター
JA越智今治乃万支店

乃万公民館

山路天理教駐車場

東予家畜保健衛生所今治支所
姫坂神社
近見公民館
波止浜公民館
旭方公民館
大浜八幡神社
公会堂前（９：00～11：40、13：00～15：00）

大新田公園（今治市営球場駐車場）
ハッピープラザ「はしはま」駐車場

■支所地域

玉 川 ４月12日㈪
13日㈫
宮 窪
14日㈬
波 方
14日㈬
大三島
15日㈭
菊 間
15日㈭
吉 海

大
朝
伯
関
上

西 ４月20日㈫
21日㈬
倉
21日㈬
方
21日㈬
前
22日㈭
浦

※予防注射は市内のどの場所でも受けられますので、犬の体調
の良い日に受けてください。
（支所地域の場所は４月１日発行
の支所だよりやホームぺージをご確認になるかお問い合わせ
ください）
■問合先

生活環境課または各支所
TEL 0898-36-1535
FAX 0898-32-5211㈹

生活環境課
広報いまばり

令和３年４月号
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救急病院

13日㈫

４月５日㈪
６日㈫
７日㈬
８日㈭
９日㈮

実施場所
11：00～11：40
長沢公民館
町谷公民館
浜手公園
松木団地集会所
八町川原公園

康

10：00～10：40
孫兵衛作公民館
新谷新田公民館
城東公民館
北鳥生公園
八軒屋公園

健

９：00～９：40
宮ケ崎公民館
桜井団地集会所
辰ノ口公園
日吉公園
日吉公民館

としょかん

■スケジュール

・ふんなどを始末するシャベル、袋をご持参く ださい。
・犬を自由に扱える人が連れてきてください。
・首輪がゆるんだり、傷んでないか確認をし、引き綱は丈夫なも
のを使用してください。
・犬の体を清潔にし会場に連れて来てください。
・安全のため小さなお子さんの同行は避けてください。
・過去１か月以内に人をかんだ犬、または病気など異常のある
場合は、事前に獣医師に相談して指示を受けてください。
・ジステンバーなどの生ワクチンを接種している犬は、３週間
待ってから狂犬病の予防注射を行ってください。また、狂犬病
予防注射後１週間はほかのワクチンの接種を控えてください。
・必ずマスクを着用してお越しください。
・ソーシャルディスタンスを確保してください。

美術館・博物館

象 生後91日以上の犬
金 狂犬病予防注射料…2,550円
狂犬病予防注射済票交付手数料…550円
登録料…3,000円
※初めての場合は（注射料＋登録料）6,100円必要
になります。

会場に来る際は次のことにご協力ください。

子育て

犬を飼う場合、年１回の狂犬病予防注射を受けることが法律
により義務付けられています。
動物病院でも注射・登録はできますので、必ず受けるようにし
てください。また、市内外の病院などで注射を受け注射済証明
書を発行されている方は、生活環境課または各支所で注射済票
の交付手続きをしてください。

情報のひろば

令和３年度

みんなのひろば

※代理の方がお越しの場合は、対象の方と代理の方
の両方の本人確認書類が必要です。
■申請先 高齢介護課または各支所、旧今治地域の公民館
TEL 0898-36-1526 FAX 0898-34-5077

市役所からのお知らせ
第８期高齢者福祉計画・
介護保険事業計画の策定について

野山に出かけるときのお願い
有害鳥獣の捕獲を実施しています

令和３年度から令和５年度までの今治市の高齢者福祉と、介
護保険事業の基本方針を定めた「第８期高齢者福祉計画・介護
保険事業計画」を策定しました。
介護保険料については、これまでと変更はありません。詳しく
はホームページをご確認ください。

猟友会のご協力により、イノシシなど有害鳥獣の捕獲（銃器・
わな）を実施しています。山に入る場合は「目立つ色の服を着る、
設置しているわなに近づかない」など、ご協力をお願いします。
■問合先 農林振興課
TEL 0898-36-1542
FAX 0898-32-5266

■問合先 高齢介護課

お知らせ

TEL 0898-36-1526
FAX 0898-34-5077

高齢介護課

みんなのひろば

在宅で高齢者を介護している皆さんへ

令和3年度
重度障がい者（児）タクシー利用助成券

介護用品

情報のひろば

子育て

象 要介護4、5またはこれに近い状態の高齢者で、前年
度市民税非課税の方を在宅で介護している方
（高齢者は今治市在住）
■支給方法 介護用品購入に使用できる受領書を発行
■持参物 介護している方の身分証明書
■申請方法 申請書を記入の上、高齢介護課へ
※申請後の認定・支給となるため、さかのぼって受給
はできません。
※令和3年4月分より在宅で介護を受ける高齢者が
市民税課税の場合、当制度は利用できません。
■対

家族介護慰労金
象 要介護３以上の高齢者で、介護サービスを１年間以
上利用されていない方を在宅で常時介護している方
（高齢者・介護者ともに今治市内在住）
■支給方法 介護している方の口座へ振り込み
■持参物 介護している方の身分証明書と通帳
■申請方法 高齢介護課へ相談してください。確認後、申請につ
いてご案内します。
※要件を満たした支給対象期間の翌月から１年間申
請可能です。
■問合先 高齢介護課または各支所
TEL 0898-36-1528
FAX 0898-34-5077
■対

重度障がい者（児）の方にタクシー利用助成券をお渡ししま
す。
（市に住所があり、原則在宅の方に限ります）

美術館・博物館

としょかん

象 身体障害者手帳１・２級をお持ちの方
療育手帳Ａをお持ちの方
精神障害者保健福祉手帳１・２級をお持ちの方
■助成内容 乗車１回につき基本料金
（交付日から令和４年３月31日までで24回分）
■持参物 ①身体障害者手帳
②療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
③印鑑（障害者手帳の交付を受けている方の印鑑が
必要です。スタンプ式インク印不可）
※代理の方が申請される場合、身分確認書類（写真
のある運転免許証等なら１点、写真のない保険証
や住民票なら２点以上）の提示が必要です。
※令和3年度の助成券は４月１日㈭からお渡ししま
す。
（令和2年度の助成券は４月１日㈭から使用で
きません）
■問合先 障がい福祉課または各支所
TEL 0898-36-1527
FAX 0898-32-5267
■対

健
康

障がい者割引で利用できる施設のお知らせ

救急病院

対象施設
マーレ・グラッシア大三島
鈍川せせらぎ交流館
道の駅今治湯ノ浦温泉
宮窪カレイ山展望公園
伯方鶏小島キャンプ場
伯方船折瀬戸キャンプ場
上浦多々羅キャンプ場
大三島台キャンプ場

18

広報いまばり

令和３年４月号

象 障がい者（障害者手帳の交付を受けている者）および
その介助者（障がい者１人につき１人）
■問合先 観光課
TEL 0898-36-1541 FAX 0898-25-2961
■対

４月１日㈭から、次の施設で障がい者割引が利用できるように
なります。障がい者割引の適用を希望される方は、受付などで障
害者手帳を提示してください。

割引対象料金
個人１回の浴場使用料 大人520円、小人260円、高齢者420円
個人１回の浴場使用料 大人420円、小人210円、高齢者340円
レンタサイクル１日使用料 大人1,100円、小学生以下300円
キャンプ場基本使用料（１人１回につき）
大人宿泊310円、一時使用210円
小学生宿泊160円、一時使用100円

割引内容

左記の半額

（10円未満の端数切り上げ)

※大人（中学生以上）、小人（３歳以上小学生以下）、高齢者（65歳以上）

令和３年度 市民税・県民税（国民健康保険税）
申告期限の延長について

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、令和２年
分確定申告の申告期限が４月15日㈭に延長されたことに伴い、
令和３年度市民税・県民税（国民健康保険税）申告期限を延長
しました。
■期

限 ４月15日㈭まで

■問合先 市民税課または各支所

今治方面隊一斉放水

新型コロナウイルス感染症の早期終息を祈願し、一斉放水を
行います。吹揚公園での式典は中止します。
見学される方は、
マスク着用など感染症対策をお願いします。

時 ４月11日㈰ 11：00～
所 今治城西堀
■問合先 消防本部 警防課
TEL 0898-32-6666㈹
FAX 0898-32-0119
■日

■場

お知らせ

TEL 0898-36-1510
FAX 0898-32-5211㈹

今治市消防団

４月６日㈫～15日㈭
春の全国交通安全運動

反射タスキを無料で配布

子育て

入学・就職・転勤などによる引っ越しで、住所を移した方は、
住民票の住所変更の届け出が必要です。
住民票は、行政サービスや選挙人名簿への登録などにつなが
る大切な情報です。忘れずに手続きをしましょう。
■問合先 市民課
TEL 0898-36-1532
FAX 0898-32-1020

総合サイト

時 ４月11日㈰ 13：00～14：00
※雨天中止
■場 所 ワールドプラザ中央広場（東村１-14-２）
■内 容 白バイ・パトカーと記念撮影、こども免許証作成、
歩行シミュレータ
■問合先 今治警察署 交通課
TEL 0898-34-0110㈹
■日

愛媛県では昨年４月から自転車保険への加入が義務化となっ
ています。近年、自転車利用者が加害者となる事故において、高
額賠償事案が増えていますので、自転車を利用される方は、もし
ものために自転車保険に加入しましょう。
■問合先 市民生活課

TEL 0898-36-1530
FAX 0898-32-5211㈹

広報いまばり

令和３年４月号
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救急病院

交通安全ふれ愛フェア

自転車損害賠償保険などへ加入しましょう

康

時 ４月６日㈫ 10：00～10：50
※雨天時、街頭啓発のみ中止
■場 所 市民会館 １階談話室、ドンドビ交差点
■日

交通災害で、生計を維持していた父親または母親などが死亡
（または第１級障がい）した児童（義務教育終了まで）を養育し
ている保護者に、今治市交通災害遺児福祉手当（遺児１人につ
き月額1,000円）を支給します。
また、愛媛県が行う「愛媛県災害遺児福祉手当」支給制度
や、政府出資法人が行う、交通遺児などに対する奨学金（貸
付）制度もありますので、ご活用ください。

健

春の全国交通安全運動出発式＆街頭啓発

交通災害遺児への援助制度

としょかん

4月10日㈯は、
「交通事故死ゼロを目指す日」です。
全国重点項目
①子どもと高齢者を始めとする歩行者の安全の確保
②自転車の安全利用の推進
③歩行者などの保護を始めとする安全運転意識の向上
愛媛県重点項目
①道路横断中の交通事故防止対策の推進
②自転車の安全利用と「シェア・ザ・ロード」の精神の普及促進

夜間の交通事故を減らすため、今治市交通安全推進協議会で
は市内在住の希望される方に反射タスキをお渡しします。
■配布場所 市民生活課または各支所、各公民館

美術館・博物館

つくろうよ 事故ない未来を ぼくたちで

情報のひろば

引っ越ししたら住民票を移しましょう

時 ４月11日㈰、25日㈰ ９：00～13：00
■場 所 市民課（本館１階）
■内 容 マイナンバーカードの手続き全般
※来庁の際には、封書で郵送した交付通知書（はが
き）、案内文書、持ち物確認票の内容を確認してく
ださい。
※申請時にはマイナンバーカード申請用顔写真の無
料撮影を行っています。
■問合先 市民課
TEL 0898-36-1532
マイナンバーカード
FAX 0898-32-1020
■日

みんなのひろば

マイナンバーカードの交付を休日に行います

市役所からのお知らせ

建築課からのお知らせ

耐震診断耐震改修など費用を一部補助

補助の対象になるかどうかを確認しますので、必ず事前にご
相談ください。
■対

象 住宅の所有者
※世帯全員に市税の滞納がないこと

お知らせ

耐震診断

■申込先

建築課
TEL 0898-36-1566
FAX 0898-25-2015

■対象の建物

・昭和56年５月31日以前に着工された一戸建ての木造住宅（枠
組壁工法・丸太組工法・大臣などの特別な認定を得た工法の
ものは対象外）
・地上階数が２階以下で、延べ面積が500平方メートル以下
・専用住宅（共同住宅および長屋住宅は対象外）または併用住
宅（延べ面積の過半の部分が住宅の用途であるもの）
耐震改修など

■申込期間 ４月19日㈪～令和４年１月31日㈪

■申込期間 ４月19日㈪～11月30日㈫

①耐震診断技術者派遣制度

③耐震改修工事補助制度

先着60戸

みんなのひろば

「愛媛県建築士会木造住宅耐震診断技術者派遣名簿」に登載
された耐震診断技術者を派遣し、耐震診断を行います。

■負担額 耐震診断評価料（3,000円または9,900円）

情報のひろば

※金額は評価機関により異なります。
※申請や相談の際は、令和３年度固定資産税納税通
知書をお持ちください。

②耐震診断補助制度

先着５戸

「愛媛県木造住宅耐震診断事務所」の登録を受けた建築士事
務所を申請者が選定し行う耐震診断費用に補助します。

子育て

■負担額 限度額５万円

ブロック塀を点検しましょう

美術館・博物館

次の項目に当てはまらない場合は、倒壊などで重大な事故を引
き起こす恐れがあります。速やかに専門知識を持つ方に相談し、
改修するなど近くを通行する方への安全対策を行ってください。

としょかん
健
康

□塀は高すぎないか
塀の高さは地盤から２.２メートル以下か。
□塀の厚さは十分か
塀の厚さは１０センチ以上か。
（塀の高さが２メートル超2.2メートル以下の場合は15センチ以上）
□控え壁はあるか
（塀の高さが1.2メートル超えの場合）
塀の長さ3.4メートル以下ごとに、塀の高さの１/５以上突出し
た控え壁があるか。
□基礎があるか コンクリートの基礎があるか。
塀に傾き、ひび割れはないか。
□塀は健全か

老朽危険空き家除却費用を一部補助

■対象の住宅

救急病院
■工

事

■補助金額
■申込期間
■提出書類

20

市内にあり①～③の要件全てを満たす住宅（木造ま
たは鉄骨造）
①構造の腐朽または破損が著しく危険であるもの
②複数の建物が建っている道路に面しているもの
③倒壊した場合に道路に影響を及ぼすおそれのあるもの
※併用住宅の場合は、居住部分が過半以上あるもの
市内の業者が行う除却工事
※家財道具などの処分費用は対象外
除却工事費の5分の4以内で、最高80万円
4月19日㈪～5月21日㈮
事前調査申込書など
※申込期間終了後、調査を行い補助対象者を決定します。

広報いまばり

建築課

令和３年４月号

先着25戸

耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満である木造住宅の
耐震改修工事費に補助します。

■補助金額 対象事業費の５分の４以内で、限度額100万円

④耐震シェルター設置工事補助制度

先着３戸

■補助金額 限度額40万円

かかった費用から補助金額を差し引いた額を業者に支払
い、残金（補助金額）を市から業者に直接支払う代理受領
制度があります。※①を除く

※倒壊の危険性があるブロック塀について、除却、建て替え費
用に対する補助があります。
■対象ブロック塀
通学路、避難路などの道路に面しているもの
■対 象 ブロック塀の所有者
※世帯全員に市税の滞納がない方
■補助金額 対象事業費の３分の２以内で、
ひび割れ
限度額30万円
鉄筋
■申込期間 ４月19日㈪～５月21日㈮
■提出書類 事前調査申込書など
高さ
※申込期間終了後、調査を行い
補助対象者を決定します。
厚さ
控え壁
根入れ

民間建築物アスベスト含有調査費用を一部補助

吹き付けアスベストが施工されている恐れのある民
間建築物
■対 象 建築物の所有者
※世帯全員に市税の滞納がない方
１棟につき限度額
■補助金額 調査１か所あたり限度額10万円、
25万円
■申込期間 4月19日㈪～12月17日㈮
■対象の建物

/

㊌

東京2020
オリンピック

聖火リレーがやってくる！！
開会に先立ち行われる聖火リレーが今治市で実施されます。

■問合先 スポーツ振興課

TEL 0898-36-1604 FAX 0898-33-1811

スポーツ振興課

予定

お知らせ

※観覧時は臨時駐車場（無料）をご利用ください。
※近隣店舗などへの駐車はしないでください。

地域活動支援センター
「ときめき」

みんなのひろば

情報のひろば

子育て
美術館・博物館

聖火リレーの開催に伴い
8：00から交通規制解除ま
で広小路のパーキングチ
ケットは利用できません。

としょかん

高速バスおよび
路線バスの迂回路

健
康

・体調が悪い場合や感染が疑われる場合は、観覧をお控えく
ださい。
・沿道での観覧はお住まいの都道府県以外は控え、お住まい
に近い場所でご観覧ください。
・沿道では、
マスクの着用の上、大声を出さずに、拍手による応
援をお願いします。
・観覧時は前後左右の方と適切な距離を取ってご観覧くださ

救急病院

沿道における観覧の注意事項
・聖火ランナーの走行の模様は、ライブ中継で視聴していた
だけますので、沿道の密集を避けるために、なるべくライブ
中継
（https://nhk.jp/torch）
でご覧ください
（ただし、全て
のランナーを配信できるとは限りません）
。
・聖火リレー実施後２週間以内に、新型コロナウイルス感染症
に感染した場合、医療機関に相談の上、組織委員会に速やか
にご報告ください。

い。過度な密集が生じた場合は、
リレーを中断する場合があ
ります。

NHKライブストリーミングサイト

広報いまばり

令和３年４月号
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市役所からのお知らせ
延期になっていた令和２年度の成人式の日程が決まりました。

令和３年

成人式のお知らせ

市内在住の新成人（平成12年４月２日から平成13年
４月１日までに生まれた方）へ案内状を送付します。

お知らせ

市外在住者で出席を希望する方や、4月15日㈭
までに案内状が届かない方は、出席を希望する
各地域の問合先へご連絡ください。

会場の変更は4月20日㈫までに出席を希望す
る地域の問合先へご連絡ください（会場の都合に
より変更できないこともあります）。

成人式について

新型コロナウイルス感染症予防のため
旧今治市・関前地域は

みんなのひろば

小学校区別の（午前、午後）２部制で実施します。
１部

10：30～

別宮・常盤・近見・立花・鳥生・吹揚・岡村

２部

12：00～

桜井・富田・清水・日高・乃万・国分・波止浜

情報のひろば

■開催場所・日時

旧今治市・ ５
関前

２日 〈２部〉12：00～
〈１部〉10：30～

■問合先

子育て

朝倉

５

玉川

５

美術館・博物館

５

3

としょかん

大西

５

3

９：20～

10：00～

波方公民館

波方地域教育課 TEL 0898-41-7111

月・祝

■問合先

グリーンピア玉川

玉川地域教育課 TEL 0898-55-2701

月・祝

■問合先

タオル美術館

10：40～

大西公民館

月・祝

吉海・
宮窪

５

4

５

3

火・祝

５

4

10：00～ 吉海学習交流館

吉海地域教育課 TEL 0897-84-2111
宮窪地域教育課 TEL 0897-86-3238
月・祝

10：00～ 伯方公民館

伯方地域教育課 TEL 0897-72-1500

■問合先

上浦・
大三島

菊間公民館

菊間地域教育課 TEL 0898-54-5310

■問合先

伯方

11：00～

火・祝

■問合先

11：30～

上浦歴史民俗資料館

上浦地域教育課
TEL 0897-87-3000
大三島地域教育課 TEL 0897-82-0500

大西地域教育課 TEL 0898-53-3500

健

新型コロナウイルス感染症への対策のお願い

●案内はがきに住所、氏名、連絡先、当日朝の検温を記入して

康

必ずご持参ください。

※37.5度以上の発熱がある場合は参加をご遠慮いただきます。

過去２週間以内に次に該当する方は入場をお控えください

●新型コロナウイルス感染が疑われる症状がある（平熱を超

える発熱／せき、のどの痛みなどの風邪の症状／だるさ、息
苦しさ／臭覚や味覚の異常など）。

※ご記入いただいた個人情報は、新型コロナ感染症に関する

●新型コロナウイルス感染症陽性とされた方との濃厚接触が

●ご来場の際はマスクの着用や手指の消毒等、感染拡大にご

●同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合。

救急病院

国・県・市への情報提供以外には使用しません。
協力をお願いします。

●会場への保護者の方の入場は原則お断りさせていただきます。

●新型コロナウイルスの感染状況などにより中止となる場合
がありますので、社会教育課のホームページにて随時ご確
認ください。

●式典後のCHATパーティーはすべて中止します。

※各支所の成人式に参加される方は、各支所からの案内文を
確認してください。

22

3

■問合先

朝倉地域教育課 TEL 0898-56-2024

２日

■問合先

波方

10：00～

５

菊間

社会教育課 TEL 0898-36-1602

２日

■問合先

公会堂

広報いまばり

令和３年４月号

ある場合。

●過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を

必要とされている国、地域などへの渡航または当該在住者
との濃厚接触がある場合。

※式典２週間前、また式典終了後は、３密が予想される場所

（密集が予想される飲食店など）には行かないなど、感染リ
スクを避ける行動の徹底をお願いします。

■問合先 社会教育課

TEL 0898-36-1602

FAX 0898-32-5722

アイアイ今治キャンペーン実施中
今治のブランドイメージが高まっています！
今治タオルをはじめ、造船、瀬戸内しまなみ海
道、FC今治、村上海賊など、挙げれば切りが無い
今治の魅力。

のが
「アイアイ今治キャンペーン」なのです。
佐藤可士和氏に監修をいただきながらキャン
ペーンロゴとキャッチコピーを制作し、平成31年３

でも、それぞれが独自にPRをしているから対外

月からスタートしたこのキャンペーン事業ですが、

的に今治市のコンテンツとしての認知が広がらな

２年間の時を経て、市内で見かける機会も増えて

い。この状況は、タオルメーカーがいいモノを作り

きました！

ながら個別にPRをしていて、産地としての発信力
が弱かった、かつての今治タオルの状況に似てい
ます。

キャンペーンロゴとキャッチコピーは民間事業者
の方もご利用いただけます。
利用方法など詳しくは、アイアイ今治キャンペー

そこで、今治タオルのブランディング戦略と同じ
く、それぞれのコンテンツを一つのブランディン
グ・キャンペーンのもとにまとめて発信し、認知度
や訴求力を高めて、まち全体を盛り上げようとした

ン公式ホームページをご覧いただくか、お問い合
わせください。
引き続き、今治のブランドイメージを皆さんと共
に創り、高めていこうと考えています。

ついハマる今治の魅力はコチラ！
アイアイ今治キャンペーンでは、ついハマってしま
う今治の魅力を体験できるスペシャルページ（どこ
でもi.i.imabari!）や、皆さんに魅力の発信者になっ
てもらうSNSハッシュタグキャンペーン（♯みんなで
iiimabari!）も行っています。ホームページで紹介し
てほしい新たな魅力に関する情報提供やSNSでの
投稿をお待ちしています。

※

アイアイ今治
公式HP

♯みんなで
iiimabari！

市内で見つけた！
私のi.i.imabari!
kotamama1205さん
＃たのしい今治

「＃みんなでiiimabari!」
◀受賞作品の一部
koikeyasukoさん
＃すごい今治＃たのしい今治

今治タオルのブランディング
戦略を「まち」全体に

私は、今治に夢中です

SDGsの推進も今治の
ブランドイメージ向上に！
SDGsを推進することは、持続可能な今治を創る
ことにつながります。SDＧsに関する取組について
も、今治の魅力を高める活動と捉え、積極的に情報
発信を行っていきます。
※SDGs…2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開
発のための2030アジェンダ」にて記載された持続可能でよりよ
い世界を目指す国際目標

■問合先 今治ブランド戦略会議

（事務局 営業戦略課）
TEL 0898-36-1554
FAX 0898-32-5211㈹

広報いまばり
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みんなのひろば
学芸部門で栄誉に輝きました
書道部門
あやか

※写真左から

井出彩花さん（明徳中学校・３年）
「中学校を卒業しますが、
より一層高みを目指し、挑
戦する気持ちを持ってこれからも創作活動に精進し
ていきます」

お知らせ

書道部門
か おん

越智叶穏さん（富田小学校・４年）
「書道は３歳から習っています。大きな賞をとったの
は初めてです。書道の他に英会話、ダンスを習ってい
ます」

みんなのひろば

絵画部門
あ こ

芝田亜子さん（富田小学校・５年）
「独学ですが、今回は初めて大きな賞をもらってと
てもうれしいです。絵を描くことが今は一番好きです」

情報のひろば

学芸部門において特に優秀な成績を収められた市内の
小中学生を表彰する今治市児童生徒顕彰を２月26日㈮に
行い、３人を表彰しました。
この顕彰では、県レベルの学芸部門の各種コンクールな
どで最高の栄誉を得る、また、全国審査の会で優秀な成績

子育て

を収めた児童・生徒を表彰しています。

老人クラブ大会開催

スポーツのまちづくりを推進

美術館・博物館

としょかん
健
康
2月27日㈯、市公会堂で今治市老人クラブ大会が開
かれ、１月に開催された老人クラブ会員による絵や書、

救急病院

工芸などの作品展の受賞者を表彰しました。
今年の大会は、席の間隔を空けるなどコロナ対策が
図られる中、各地区の役員や被表彰者に限定された参
加者は、市内在住の演奏者による三味線演奏や演歌歌
手・伊吹友里さんのミニコンサートなどを楽しみました。
会員数は約9,100人で、スポーツ大会やサイクリン
グ、歌や踊りの発表会、ボランティアなどさまざまな活
動を通して会員同士の親睦を図っています。
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3月5日㈮、今治市と明治安田生命保険相互会社と株
式会社今治.夢スポーツの3者でスポーツのまちづくり
を推進することを目的に包括連携協定を結びました。
明治安田生命保険の丸山和則松山支社長は「最初の
取り組みとして、健康測定会を3月14日のFC今治開幕
戦で行う」との報告があり、今治.夢スポーツの矢野将
文社長は「コロナ下の今、体を動かすという意味がこれ
まで以上に大事になりつつあり、健康、スポーツという
領域でさまざまな事業を展開させていきたい」と意気
込みを語りました。

心一つに消防艇全国一斉放水

防災士認証記念式

お知らせ

14時に合わせて一斉放水を行いました。
コロナと闘う全ての人を応援し「勇気と希望」を願
い、今治市も参加。消防救急艇しまかぜが勢いよく放
るのは初めての試みです。
市長は「この放水がコロナと闘う市民の皆さんに、希望
の懸け橋となるよう心から願っています」と語りました。

め、資格取得した81人を代表して菅秀人さんが参加。
市長は「地域防災力の向上は非常に大事。防災士の
皆さんがそれぞれの地域で、縦横無尽な活躍をされる
ことを期待します」と激励し、防災士ベストとキャップ
を贈呈しました。
菅さんは「防災リーダーとして、地域の防災訓練や研
修会などにも積極的に参加し、人的ネットワークのつな

一斉放水動画▶

全日本剣道選手権大会愛媛県大会優勝報告

しました。

子育て

ぎ手として活動をしていきたいと思います」と決意を話

情報のひろば

水しました。全国の消防艇が時を同じくして一斉放水す

3月8日㈪、市役所で今治市防災士認証記念式が開
催されました。新型コロナウイルス感染防止対策のた

みんなのひろば

３月７日㈰の消防記念日、全国23か所の消防艇が

住民票などがコンビニで取得できます
美術館・博物館

としょかん
健
康

３月12日㈮から住民票の写しなどがコンビニで取得

県大会」で高橋照知さん（今治精華高等学校教員）が

できることを記念し、ローソン今治市役所前店でオープ

優勝しました。その優勝報告のため３月10日㈬、市役

ニングセレモニーが開かれました。

所を表敬訪問しました。

マイナンバーカードを利用し、住民票の写しや印鑑登

大会はトーナメント方式で開催され、決勝戦の相手

録証明書が、市役所の窓口で待たなくてもお好きな時

は教え子と対戦。持ち味である攻める剣道で優勝を決

に受け取ることができます。利用できる店舗は全国の

めました。

コンビニエンスストアやイオンリテールなどです。

高橋さんは「常に上を目指し、愛媛県代表として少年

市長は「コロナ下の今、市民の皆さんにとって有効な

剣士に夢と希望を与えられる試合をします」と全日本選

サービスだと思うのでぜひ利用してほしい」
と語りました。

手権大会への抱負を述べました。

広報いまばり
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救急病院

１月に開催された「第68回全日本剣道選手権愛媛

情報のひろば
お 知 らせ

赤十字運動にご協力ください

赤十字運動の活動資金は、災害救助活動や難民救護活動な
どの社会福祉活動に役立っています。
本年度もご協力をよろしくお願いします。

■問合先 日本赤十字社今治市地区（福祉政策課内）

または各支所
TEL 0898-36-1525
FAX 0898-25-3757

障がいのある方同士、
ご家族の交流の場としてご利用ください。
時 毎月第２・第４月曜日（祝日は除く）
13：00～15：00
■場 所 総合福祉センター 愛らんど今治２階多目的利用室
■日

島しょ部巡回相談

お知らせ
みんなのひろば

老人ふれあいの家開館時間の変更
４月１日㈭から開館時間などが変更になります。
開館時間
浴場使用時間

今治市障がい者生活支援センターからのお知らせ

憩いの場「絆の里」

変更前
９：30～18：00
10：30～16：30

変更後
10：00～17：00
11：00～17：00

情報のひろば

■問合先 老人ふれあいの家

TEL 0898-48-4210

第１月曜日
第２火曜日
第３木曜日
第４火曜日
第１水曜日
第４木曜日

巡回相談（13：30～16：00）
吉海支所小会議室
宮窪支所会議室
社会福祉協議会伯方支部相談室
社会福祉協議会上浦支部相談室
大三島支所相談室
関前開発総合センター

障がい者相談員と合同相談日（13：30～15：00）
吉海支所中会議室
４月21日㈬、10月20日㈬
宮窪支所会議室
５月19日㈬、11月17日㈬
伯方公民館
６月16日㈬、12月15日㈬
７月21日㈬、令和４年１月19日㈬ 社会福祉協議会上浦支部相談室
８月18日㈬、令和４年２月16日㈬ 大三島支所相談室
９月15日㈬、令和４年３月16日㈬ 関前開発総合センター
容 障がいに関わる生活相談や、福祉サービスに関する
相談、情報提供
■相談料 無料
■問合先 今治市障がい者生活支援センター
TEL 0898-23-1747
FAX 0898-22-8441
■内

子育て
美術館・博物館

シルバー生きがい農園
事務窓口変更のお知らせ

危険物取扱者試験のお知らせ
■試験日 ６月27日㈰

今治市シルバー生きがい農園の受付および事務窓口を変更し
ました。利用時のお問い合わせは下記までお願いします。
■問合先 社会福祉法人今治市社会福祉協議会

としょかん

（総合福祉センター 愛らんど今治１階）
南宝来町１-９-８
TEL 0898-22-0426
FAX 0898-22-6022

■試験会場 愛媛大学、今治工業高等学校（学校の生徒などの

み）など

■申込方法 消防本部または東予地方局今治支局に置いてある申

健

し込 み用 紙を４月12日 ㈪から2 2日 ㈭までに郵送
（〒790-0011松山市千舟町４-５-４松山千舟454ビ
ル５階 （一財）
消防試験研究センター愛媛県支部）
※消防試験研究センターのホームページから
電子申請可
■問合先 消防本部 予防課
TEL 0898-32-6666㈹
消防試験
FAX 0898-32-0119
研究センター

康

令和３年度愛媛県警察官（大学卒）募集

自衛官募集説明会
時 ４月６日㈫、５月11日㈫
12：00～17：00
■場 所 伯方支所 ２階大会議室
■問合先 自衛隊愛媛地方協力本部
TEL 0898-33-0038

■第１次試験 ５月８日㈯・９日㈰

■日

救急病院

■受験資格 17歳以上34歳未満（令和３年４月１日現在）の方

今治地域事務所

で、大学卒業者または令和４年３月末日までに大学
卒表見込みの方
■申込方法 ４月２日㈮から19日㈪までに愛媛県警察ホームペー
ジの申し込みフォームからお申し込みください。
■問合先 愛媛県警察本部 警務課採用係
TEL 089-934-0110
TEL 0120-204-724
（平日９：00～17：00）
愛媛県警察

26

広報いまばり

令和３年４月号

令和３年度
今治市民軽スポーツフェスティバル

■日

時 ５月16日㈰

場 所
市営補助グラウンド（雨天中止）
中央体育館
別宮小学校（雨天中止）
旧今治小学校
中央体育館（雨天中止）

開会式９：00～

■その他 ※吹揚小学校区は居住する旧校区で参加

時
■定 員
■受講料
■申込締切

４月25日㈰ 10：30～12：00
各10人程度
無料
４月22日㈭まで

■申込先

今治市国際交流協会
TEL・FAX 0898-34-5763
Eメール info@iciea.jp

令和３年度学校開放講座
はじめての盆栽菊作り園芸講座

程 ５月８日、15日、６月19日、７月17日、８月28日、10
月２日の土曜日 ※学校行事により変更あり
９：00～11：30
■場 所 今治南高等学校日高農場（小泉３-３-７）
せんてい
■内 容 石付け盆栽菊（育苗、石削り、整枝、剪定、誘引）講
義と実技
■定 員 20人程度（先着順）※初めての方を優先
■受講料 無料（教材費2,000円程度必要）
■申込先 ４月12日㈪から５月14日㈮までに今治南高等学校
日高農場へ
TEL・FAX 0898-33-0197（担当 別府）
■日

広報いまばり
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救急病院

■日

時 ５月10日㈪～21日㈮ ※土日を除く
18：00～20：00（１日２時間 合計20時間）
■内 容 第二種電気工事士筆記試験に関すること
■対 象 第二種電気工事士受験者（予定者）および電気に興
味のある在職者
■定 員 10人※希望者が定員の半数に満たない場合中止
■受講料 6,000円程度（テキスト代別途必要）
■申込先 ４月19日㈪までに愛媛中央産業技術専門校
（桜井団地４-１-１）へ
TEL 0898-48-0525

康

外国人の先生がそれぞれの国の文化を紹介した後、ミニレッ
スンをします。
（英語、中国語、韓国語、イタリア語）
※Zoomを利用したレッスンです。

第二種電気工事士（筆記試験）講習受講者募集
■日

健

第１回交流会 オンラインで外国語レッスンを体験しよう

■対

としょかん

一般 3,000円、学生 1,000円
（１口） ・家族会員 上記会費に２人目から
一般 2,000円、学生 500円
・団体会員 10,000円
■会員特典 交流イベントや外国語講座などの優先案内および参
加料割引、無料英会話講座（大人対象）、i-News(ア
イニュース) の無料送付など
・交流イベント（年４回程度）
・語学講座 英会話・中国語・韓国語 その他の言語（予定）
・在住外国人対象日本語支援
■開館日 平日（８：30～17：15）、第１土曜日（13：00～17：
15）および第１日曜日（８：30～17：15）
※事前にご確認ください。

容 野菜の栽培実習、みそ作り、各種体験活動
象 今治市在住の女性で、農作業に通える方
初心者歓迎
■定 員 23人（先着順）
■受講料 無料（材料費などの実費は半額負担）
■申込先 ４月５日㈪から14日㈬ 8：30～17：15までに
波方支所住民サービス課へ
TEL 0898-41-7111
FAX 0898-41-5562
■内

美術館・博物館

■年会費 ・個人

実際に畑で野菜を育てながら、栽培管理の基礎を学びます。

子育て

令和３年度会員募集

波方女性農業大学 令和３年度受講生募集

情報のひろば

今治市国際交流協会からのお知らせ

程 ５月～令和４年３月 月１回（全11回）
13：30～15：30
■場 所 中央公民館
■内 容 健康や介護、文化や歴史などについての講義
■対 象 市に住所を有する60歳以上の方
■定 員 150人（応募者多数の場合は抽選）
■受講料 3,000円（年額）
■申込先 ４月21日㈬までに高齢介護課または各支所へ
TEL 0898-36-1526
FAX 0898-34-5077
■日

みんなのひろば

※大会要項・申込書はスポーツ振興課、各支所地域
教育課、各公民館で配布。
※⑦は小学４年生以上75歳までの自転車（６段変速
以上）をお持ちの方。自転車商組合加盟店でも申
し込みを受け付けます。
■申込先 ５月６日㈭までに各場所へ
①～⑥小学校区・地区対抗の部
各公民館または各支所地域教育課へ
①・⑤一般参加の部
スポーツ振興課へ TEL 0898-36-1604
⑦一般参加の部 ※サイクリングのみ
今治サイクリング協会（永井） TEL 0898-48-3430

今治ことぶき大学
令和３年度受講生募集

お知らせ

種 目
①グラウンドゴルフ
②レクリエーションバレーボール
③輪投げ
④シャフルボード
⑤ペタンク
⑥小学生バドミントン
⑦サイクリング

募 集

情報のひろば
１対１お見合い
「愛結び」の会員登録受付中

募 集

（今治市家族を作ろうサポート事業）
え

がお

きっと見つかる愛顔のご縁

「愛結び」
は会員制のお見合いシステムです。結婚を希望する
２０歳以上の独身男女が自身のプロフィールを登録し、入会から
お引き合わせ、そして結婚までお手伝いします。
■費

お知らせ

用 入会登録料
お引合せ時

１０,０００円（２年間有効）
２,０００円

「愛結びコーナー」定期開設中

みんなのひろば

時 ４月３日㈯、11日㈰、17日㈯、25日㈰
10：00～16：00（予約制）
■場 所 大西公民館 第２講座室ほか
■その他 ５月以降の日程はホームページをご覧ください。
■申込先 えひめ結婚支援センター 東予地区（火曜休業）
TEL 0897-47-4853
■日

情報のひろば

えひめ結婚
支援センター

子育て

友だちの輪を広げよう

団員募集

美術館・博物館

野外活動などを通し、自主性を持って行動することや、協力す
ることの大切さなどを学びます。

としょかん

ボーイスカウト（男女）
・ビーバー
就学直前～小学２年生
・カブスカウト 小学３～５年生
・ボーイ
小学６年生以上
■申込先 西原 TEL 090-8697-2917
海洋少年団
容 手旗信号や、ボートこぎ、体験航海
象 小学１年生以上
■申込先 檜垣 TEL 0898-56-2832
■内

■対

健
康
救急病院

ガールスカウト
・テンダーフット 就学前１年
・ブラウニー
小学１～３年生
・ジュニア
小学４～６年生
・シニア
中学生
・レンジャー
高校生年代
■申込先 村上 TEL 080-3928-6528

合同入団式
時 ５月16日㈰ 10：30～
所 総合福祉センター 愛らんど今治４階大ホール
■問合先 青少年センター
TEL 0898-36-1603
■日

■場

28
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手話奉仕員養成講座開講
手話の基本を学ぶことができます。伯方教室は昼のみで、テ
レビ会議方式によるスクリーンでの受講になります。
■期 間 ４月19日㈪～令和４年３月14日㈪
毎週月曜日
（全40回）
■時 間 昼の部 13：00～15：00、夜の部 19：00～21：00
■場 所 ①総合福祉センター 愛らんど今治４階多目的ホール
②伯方福祉センター
■対 象 初心者で市内に住所または勤務先がある方
■定 員 ①昼・夜各20人 ②５人（昼のみ） ※先着順
■受講料 無料（テキスト代のみ3,300円）
■申込先 電話または直接、今治市社会福祉協議会 手話通訳
者等派遣事業へ
TEL 0898-34-3661 FAX 0898-34-3662

①パソコン要約筆記者
②手書き要約筆記者 養成講座開講
難聴など聴覚に障がいを持つ方々へ情報を伝える手段として、
話の内容を文字で伝えるための技術を学ぶことができます。
程 ①４月16日㈮～令和４年２月25日㈮
毎週金曜日 19：00～21：00
②５月12日㈬～９月29日㈬
毎週水曜日 10：00～12：00
■場 所 総合福祉センター 愛らんど今治２階研修室
■対 象 ①はパソコンで文字入力ができる方
（テキスト代のみ3,600円）
■定 員 各15人 ■受講料 無料
■申込先 電話、ファクスまたは直接今治市社会福祉協議会へ
TEL 0898-34-3661 FAX 0898-34-3662
■日

令和３年度
国税専門官採用試験について
国税専門官募集標語
～公正な、世界へ。～

■受付期間 ４月７日㈬まで
■一次試験 ６月６日㈰

国税専門官
試験

■申込方法 インターネット申し込み

※インターネット申し込みができない環境にある場
合のみ郵送、持参（希望する第１次試験地を所轄
する国税局）
■問合先 高松国税局総務部人事第二課試験研修係
TEL 087-831-3111（内線245）

今治汐風

誌上川柳大会

題 各題２句
「変・舞う・訳・エール」
■会 費 1,000円（発表誌代）
■申込先 ４月30日㈮までに郵送で（〒799-2205
脇甲73-106）汐風川柳社事務局へ
※４月30日㈮当日消印有効
TEL 0898-53-6123（川上ますみ）
■宿

大西町宮

いまばり緑化フェア2021 アースマルシェ

催 し 物

まちなか広場 ほんからどんどん

時 ４月17日㈯、18日㈰ 10：00～16：00
■場 所 しまなみアースランド（高地町２-乙429-1）
■内 容 ・緑化推進表彰式 ４月18日㈰ 11：00～
・花苗無料配布 ４月18日㈰ ①11：50②14：30
・アースマルシェ
・キッチンカーによる飲食販売や雑貨販売
■問合先 しまなみアースランド
TEL 0898-32-5375
FAX 0898-32-3148
■日

●認知症介護のお悩み相談（認知症家族の会たんぽぽ）
４月５日㈪、19日㈪ 11：00～14：00
●「笑トレ」健康体操会（みすか笑いヨガクラブ）
４月１日㈭ 14：00～15：15
●まちなかサロン・高齢者レクリエーション
（今治市社会福祉協議会）※途中15：00からタオル遊び
４月20日㈫ 14：00～16：00

お知らせ

●歌声広場（Let’
s sing a song）
４月21日㈬ 14：00～16：00
●いついろ日舞会（恵容会 扇崎利容教室）
毎週土曜日 13：30～15：30
■場所・問合先

いまばり日曜朝市

■場

■日

時
所
■駐車場
■問合先
■場

４月11日㈰、25日㈰ ８：00～11：00
今治商店街アーケード内
市役所駐車場（開催時間内は無料）
今治商店街協同組合（ほんからどんどん内）
TEL 0898-32-0122 FAX 0898-31-3987

新規出店者を募集中

象 過去に出店されたことがない方
３か月（朝市６回）無料
明徳短期大学
業種によっては、対象外となる場合があります。

■出店料

子育て

■対

情報のひろば

時 ４月29日（木・祝） 13：00～
所 公会堂
■入場料 一般6,500円（前売り6,000円）
学生2,000円
きよつね
とおる
かねのだん
■演 目 能「清経」、舞囃子「融」、独吟「鐘之段」
ぶっし
たまのだん
狂言「佛師」、仕舞「玉之段」ほか７番など
■前売券販売所
橙黄会会員、林歯科、みかさや渡部呉服店、フローリ
スト寺町、きもの潮見、きもの綺綸、双花実進学教室
■問合先 橙黄会（大亀）
TEL 0898-22-0721 FAX 0898-23-9282
■日

みんなのひろば

第14回 今治能
第24回 関西観世花の会

ほんからどんどん（常盤町２-７-７）
TEL 0898-32-7230
※中止になる場合があります。

いまばり市民劇場「泰山の木の下で」

時 ５月12日㈬ 18：30～
所 公会堂
■内 容 瀬戸内の劇詩人小山祐士がヒロシマの祈りを美しい
詩情と哀歓で描いた作品
■申込先 ５月11日㈫までに、いまばり市民劇場へ
TEL 0898-32-0330
FAX 0898-25-3043
TEL 080-3929-0648（沖浜）
■日

美術館・博物館

■場

としょかん
健
康

姉妹都市

尾道市

救急病院

「尾道おやつコンテスト」受賞作品を販売中

尾道産食材を活用したオリジナルのおやつを公募し、審査を行う
「尾道おやつ
コンテスト」。今回は「元気がでる」をテーマに募集し、各賞が決定しました。受賞
作品は尾道市内各店舗などで販売しています。
グランプリ・Wink賞を受賞した「アップルレモンケーキ」は尾道産のレモンと
青森産のりんご・あんずを使ったケーキです。レモンなどに含まれるクエン酸に
は疲労回復や免疫力向上などの効果もあり、まさに
「元気のでる」
スイーツです。
・準グランプリ・バイヤーイチ押し賞／
「尾道マカロン」
（10月のさくら）
マイペンライ
・準グランプリ／
「はっさくたっぷりの太陽のクレームダンジュ」
（参遍来）
■問合先

尾道スローフードまちづくり推進協議会事務局
TEL 0848-38-9212

グランプリ・Wink賞 アップルレモンケーキ
（島ごころSETODA）
広報いまばり

令和３年４月号
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情報のひろば
明徳短期大学

２年間で学んだ技術の集大成！

スイーツ・カフェコース

介護福祉コース

お知らせ

毎年２月に１年生の訪問介護実習が始まります。
しかし、令
和２年度は、新型コロナウイルスの影響で中止になり、学内
で代替実習を行いました。
まずは、CIL松山
（自立生活支援センター松山）
の方々に来
ていただき障がい者支援のヘルパーの話を聞き、学生は介
護保険上の訪問介護との違いにも気づくことができました。
別の日にはZoomで
「在宅での多職種連携
（医療との連
携）
」
について、訪問薬剤師の方に高齢者の在宅だけでなく、
がん
癌の終末期の方や小児の事例から、介護福祉士の活躍の場
の広さも学びました。

１月27日㈬スイーツコンテストが開催されました。
「マジ
あめ
パン細工」
「 飴細工」
のいずれかを盛り込んだ作品を制作。
デコレーションの基礎技術の
「ナッペ」
や
「絞り」
が審査され
ました。卒業後もスイーツの魅力を伝える人材としてのさら
なる活躍を期待しています。

■問合先 今治明徳短期大学
みんなのひろば

（矢田甲688）
TEL 0898-22-7279
FAX 0898-22-7857

C I L 松 山 の 方から▶
障がい者支援の話
を聞きました。

明徳短期大学

情報のひろば

岡山理科大学

子育て

獣医学部生による
企画展示「牙展」を開催

美術館・博物館

サーベルタイガー、オオカミ、フタコブラクダ、ヒグマ、
マンドリル、イノシシなど。
獣医学部生のグループ「Muzoo（ミューズ）」が日頃
の学びを活かし、中央図書館とイオンモール今治新都市
で動物の頭蓋骨や牙に注目した「牙展」を企画展示しま
した。
今後も、獣医学部生の活躍にご期待ください。

■問合先 岡山理科大学今治キャンパス

としょかん

（いこいの丘１-３）
TEL 0898-52-9000
FAX 0898-52-9022

今治看護専門学校

健

合格祈願

康
救急病院

看護師国家試験、愛媛県准看護師試験に向け
て、２月10日㈬日々頑張ってきた学生に、先生・在
校生からエールを送りました。副校長からは、
「いい
予感」のゴロ合わせで
「いよかん」をプレゼント。
看護師・准看護師として、地域医療を担います。

校舎が新しくなりました

岡山理科大学

令和元年８月より改築中の校
舎が新校舎として生まれ変わり
ました。
不自由な仮校舎での授業か
らやっと解放。４月からは新校
舎での授業が始まります。
実習室や情報 処理室、明る
い学生ロビーなど、設備も充実
しました。本年度より電子教科
書も導入。ICT教育に向け、看
護学校も進化します。

■問合先 今治看護専門学校

（別宮町７-３-２）
TEL 0898-22-6545
FAX 0898-22-6582
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広報いまばり

令和３年４月号

今治看護専門学校

子育て情報

令和３年度

pick up

児童館親子クラブ会員募集

児童館は子どもの健康増進や情操を豊かにする活動をはじ
め、仲間づくりや親子の触れ合いの場として子育て支援活動を
行っています。

■対
■定

象 １～３歳児と保護者 ■時 間
員 各館20組
※申し込み多数の場合は抽選
※重複申し込み不可

第１・第３金曜日
第２・第４木曜日
毎週木曜日
第２・第４木曜日
第３木曜日
第１木曜日
毎週木曜日

場

所

枝堀町１-４-１
本町５-２-24
朝倉下甲529
波方町樋口甲1755-１
菊間町長坂2001
菊間町佐方428
伯方町有津甲３-１

各児童館へ
※登録用紙は児童館またはホームページからダウン
ロードしてください。

TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL

電話番号

0898-32-2539
0898-32-3952
0898-36-7102
0898-41-3348
0898-54-5366
0898-54-2606
0897-72-3055

児童館

みんなのひろば

枝堀児童館
本町児童館
朝倉児童館
樋口児童館
菊間児童館
亀岡児童館
伯方児童館

開催日

■申込先 4月10日㈯から18日㈰までに登録用紙に記入の上、

お知らせ

児童館名

10：30～11：30

情報のひろば

※各館とも駐車場は十分なスペースがありません。
※児童館では、親子クラブ以外でも子育て支援活動を行っています。
各館にお問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、変更する場合があります。

子育て

児童館に遊びに来ませんか

お 知 らせ

親子料理教室参加者募集

13：30～18：00
水～日曜日 ９：30～18：00

■日

美術館・博物館

としょかん

ひとり親のパパ・ママへ。親子で料理教室に参加しませんか？
時 毎月１回 第２土曜日
18：00～20：30
■場 所 常盤公民館 調理室
■参加費 １回につき500円
マスク、お子さんは上履き
■持参物 エプロン、お手拭き、
■申込先 母子父子寡婦福祉連合会 清水
TEL 090-4509-2357

■開館時間 火曜日

健

いけばなこども教室ひまわり受講生募集

程 ４月17日㈯～令和４年１月 ※８月を除く
毎月第３土曜日 10：30～11：30
■場 所 中央公民館
■対 象 小・中学生と保護者
■定 員 15人程度
■参加費 無料（花代実費600円程度必要）
■持参物 ハンドタオル
※花器、剣山、はさみなど必要な道具は貸し出しします。
■申込先 ４月12日㈪までにショートメールまたはファクスで①
氏名②学校名・学年③保護者氏名④住所・電話番号
記入の上、いけばなこども教室ひまわり ひのきへ
TEL 090-4973-8999 FAX 0898-25-2351
■日

広報いまばり

令和３年４月号

31

救急病院

時 毎週土曜日 ９：00～12：00
■教室名 ・立花（立花小学校）
・玉川（鴨部小学校）
・大西（大西小学校、波方小学校など）
・伯方（伯方木浦体育館・叶浦体育館）
■対 象 小学１～６年生の男女
■会 費 毎月1,000円（保険料含む）
■申込先 今治バスケットボール協会事務局、各教室へ
TEL 090-8286-7911
FAX 0898-23-8829
■日

募 集

康

小学生ミニバスケットボール教室

子育て情報

pick up

子育て支援課からのお知らせ

きらりんネット
今治の子育て情報をお届け中
お子さんとお出かけできる場所や遊びの紹介、
簡単レシピ、保育所で人気のメニューなど、今治
市の子育て情報をお届けしています。

■問合先 子育て支援課

TEL 0898-36-1529
FAX 0898-34-1145

こども家庭相談室をご利用ください

子育て、子どもの成長、発達、家庭生活、夫婦関係、ＤＶ、母
子父子家庭の自立の悩みなど相談員が一緒に考えます。

■受付時間 平日８：30～１7：15

お知らせ

がんバリママ
きらりんネット

■相談内容 ・家庭児童相談（家庭相談員）

みんなのひろば

子育て、子どもの成長、発達、学校生活、家庭生
活、家族関係
・婦人相談（婦人相談員）
夫や恋人からの暴言・暴力、離婚、家族関係
・母子父子相談（母子父子自立支援員）
母子父子家庭の自立に向けた相談、母子父子寡婦
福祉資金

子育てひろばに遊びにおいでよ
新型コロナウイルス感染症対策のため、人数・時
間制限を設けています。詳細はホームページをご覧
いただくか、各施設にお問い合わせください。

■対

象 ０歳からおおむね３歳までのお子さんと保護者
場所・開館曜日

情報のひろば

ばりっこ広場（月～日曜日）
南宝来町１-９-８ 総合福祉センター２階 TEL 0898-22-6026
ハルモニア広場（月～土曜日）
立花町２-６-11
TEL 0898-24-2370

子育て

山路白鳩つどいの広場（月～土曜日）※移転しました
TEL 0898-32-7364（白鳩保育園）
阿方甲1296-1
にこにこ広場おぉきくなぁれ（月～土曜日）
喜田村８-４-48
TEL 0898-47-4022
輪い和い親子広場（月～土曜日）
大西町新町甲734-10 TEL 0898-53-5731

美術館・博物館

志々満おひさまセンター（月～金曜日）
桜井６-２-１志々満保育園内 TEL 0898-48-0254
今治虎岳保育園地域子育て支援センター とらっこくらぶ（月～金曜日）
鐘場町１-２-11近見虎岳幼稚園内
TEL 0898-24-2500
今治市社協子育て支援センターたまがわ たまっこらんど（月～金曜日）
玉川町大野甲86-１玉川福祉センター内 TEL 0898-36-8140

としょかん

子育て広場 あそぼーの（火～土曜日）
波方町波方甲2029なみっこ交流館内 TEL 0898-41-9770

いまばりファミリー・サポート・センター
健
康

子育ての「手助けをしてほしい人」と「お手伝いをしたい人」
が会員になり、有償でお互いに助け合う組織です。
容 子どもの送迎や預かり
■対 象 市内在住の生後６か月～小学校６年生の
子どもを養育されている方
■問合先 いまばりファミリー・サポート・センター
TEL 0898-33-2000 FAX 0898-33-2111
※お手伝いをしていただける提供会員も募集してい
ます。
（講習会の受講が必要）
■内

救急病院

児童クラブの支援員・補助員を募集

児童クラブで子どもたちと一緒に遊んだり、生活の
支援をしませんか。募集している児童クラブを、ホーム
ページに掲載しています。勤務条件などは、各児童ク
ラブにより異なりますので、直接ご連絡ください。
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令和３年４月号

ママの就職活動応援講座
就職や転職に向けてスキルアップしませんか。
日 時
５月20日㈭
第１回
10：00～12：00

６月24日㈭
10：00～12：00
７月15日㈭
第３回
10：00～12：00
第２回

■場

所
■対 象
■定 員
■参加費
■申込先

内 容
アンコンシャスバイアスで自分
の可能性をひろげよう
タイムマネジメントで自分の時
間を確保する
自分に合う仕事の見つけ方と履
歴書の書き方

バリクリーン（今治市クリーンセンター）
18歳までのお子さんをもつ母親（託児あり）
８人程度 応募多数の場合は抽選
無料 ※１回のみの受講可
４月15日㈭から30日㈮までに子育て支援課へ

妊娠・出産・子育てで悩んでいませんか
子育て支援コーディネーターが、お話を聞きながら必要な子育
てサービスの情報を提供したり、適切な専門機関を紹介します。
対象

相談先

時間

子育て世代包括支援センター「ばりハート」
南宝来町１-６-１
月～金曜日
（中央保健センター内）
８：30～17：15
TEL 0898-36-1533
※助産師・保健師が対応します。
妊娠・出産・ ばりっこ広場
子育て中の方 南宝来町１-９-８
（総合福祉センター２階）
TEL 0898-22-6026
ハルモニアのおへや
立花町２-６-11
（ハルモニア広場２階）
TEL 0898-23-7003

月～金曜日

※時間はお問い合
わせください。

月～土曜日

※時間はお問い合
わせください。

助産師・保健師・子育て支援コーディネーターが妊婦のつどい
「プレママひろば」を開催しています。

美術館・博物館ガイド
玉川近代美術館

朝倉ふるさと美術古墳館

いよのくにならはらやまきょうづかしゅつどひん

国宝｢伊予国奈良原山経塚出土品｣
春の一般公開
国宝｢伊予国奈良原山経塚出土品｣は平安時代末期の優れ
た工芸品です。銅宝塔のほか、銅鏡や檜扇などもご覧になれ
ます。

時 ４月24日㈯ ※年６回程度、主に偶数月に開催
９：30～12：00
■場 所 朝倉ふるさと美術古墳館
■日

■内 容
■対 象
■料 金
■申込先

まがたま

火おこし体験、勾玉作り、古墳巡りなどの体験活動
市内の小学生 ■定 員 25人（先着順）
無料（一部負担金あり）
４月13日㈫までに直接またはファクスで①氏名
（ふりがな）、②性別、③学校名、④新学年、⑤保
護者氏名、⑥住所・電話番号を記入の上、朝倉ふ
るさと美 術古 墳 館（〒79 9 -1603 朝 倉下甲
898）へTEL・FAX 0898-56-3754

みんなのひろば

大三島美術館
銅宝塔

新収蔵作品のお披露目

企画展 2021 今美
第15回 今治美術家作品展

時 ４月３日㈯～５月５日（水・祝）
９：00～17：00
■料 金 一般520円、高校生以下無料ほか
■問合先 大三島美術館
TEL 0897-82-1234
FAX 0897-82-1248
■日

洋画・日本画・版画・彫刻・工芸・写真・書道

時 ４月29日（木・祝）～５月16日㈰
９：00～17：00（最終日は15：00まで）
■休館日 ５月６日㈭、10日㈪
■料 金 一般 310円、高校生以下無料ほか
※前売券は、河野美術館、文化振興課で販売します。
※館蔵品企画展、常設展も観覧できます。
■問合先 河野美術館
TEL・FAX 0898-23-3810

子育て

今治を拠点に活動している、今治美術家協会会員101人、
洋画・日本画・版画・彫刻・工芸・写真・書道の７部門構成に
よる展覧会です。

情報のひろば

タイラコウ氏の現代浮世絵版画4点、岩田健氏の彫塑２点
合計６点の寄贈作品を展示します。

河野美術館

お知らせ

時 ４月３日㈯～５月５日（水・祝）
９：00～17：00
■休館日 月曜日（祝日の場合は翌日振替）
■料 金 一般520円、高校生以下無料ほか
※入室制限をする場合があります。
■問合先 玉川近代美術館
TEL・FAX 0898-55-2738
■日

令和3年度
第19期生あさくら歴史探検隊の隊員を募集

■日

岩田健「鳩」

としょかん

開館日・観覧料・詳しい内容などは各施設へお問い合わせください。

開館時間 ９：00～17：00
料金

休館日 月曜日（月曜日が祝日の時は翌平日）※今治城を除く
高校生以下または18歳未満、障がい者およびその介助者１人は無料（手帳を提示してください）、
65歳以上・団体20人以上の団体割引があります。

御金櫓常設展「郷土ゆかりの作家たち」 開催中

●河野美術館 TEL 0898-23-3810

武家社会の文雅 ６月13日㈰まで

第16回愛媛YPC写真展

４月14日㈬～18日㈰
９：00～17：00（最終日は16：00まで）

●朝倉ふるさと美術古墳館 本館Ⅰ TEL 0898-56-3754
野間義長写真展 ４月９日㈮～25日㈰
９：00～17：00（最終日は16：00まで）

●朝倉ふるさと美術古墳館 本館Ⅱ TEL 0898-56-3754
西条と今治世田山合戦展

佐伯正勝

４月９日㈮～18日㈰ ９：00～17：00

館蔵品展「新人画会とその時代」

６月20日㈰まで

●大西藤山歴史資料館 TEL 0898-53-2313
甦る古墳

いにしえの衣黒山 開催中

●野間仁根バラのミュージアム（吉海郷土文化センター）
TEL 0897-84-2566
館蔵品展「野間仁根・傳治
４月18日㈰まで

親子のファンタジー」

●大三島美術館 TEL 0897-82-1234
館蔵品展「若い力」

４月25日㈰まで

TEL 0897-74-7220
展覧会「公共建築はみんなの家である」

●伊東豊雄建築ミュージアム
６月13日㈰まで

広報いまばり

令和３年４月号
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救急病院

館蔵品企画展

●玉川近代美術館 TEL 0898-55-2738

康

お かねやぐら

健

●今治城 TEL 0898-31-9233

美術館・博物館

美術館・博物館情報

タイラコウ氏

図書館だより
中 央 図 書 館
波 方 図 書 館

大 西 図 書 館
大三島図書館

TEL 0898-32-0695 FAX 0898-24-2613
TEL 0898-41-5888 FAX 0898-41-5889

４月の移動図書館車

新着図書（中央図書館）
人生！逆転図鑑

日

山あり谷ありの32人に学ぶ成功の法則

お知らせ

早見俊 著
秀和システム
苦難を乗り越え、成功をつかんだ
世界の偉人32人の人生を紹介。彼ら
の諦めない生き方に、勇気と希望を
もらえる一冊。

時

みんなのひろば

宇宙探査の基本がわかる本
えい

７日・21日

水

８日・22日

木

９日・23日

金

13日・27日

火

14日・28日

水

情報のひろば

枻出版社

子育て

ロケット、有人宇宙船、宇宙ステー
ション、軌道、人工衛星と惑星探査
機など。宇宙探査を理解するための
基礎知識を写真やイラストでわかり
やすく紹介。

15日・29日

16日・30日

木

金

日本の文化を発信！

鳥獣戯画と絵巻物
美術館・博物館

山本聡美 監修
あかね書房

としょかん

絵巻物、
マンガ、アニメーションな
ど、絵とことばで表現される日本の
文化を解説。日本文化を紹介するた
めのパンフレットの作り方も掲載。

お知らせ

健
康

時 ４月17日㈯～５月20日㈭ 開館時間中
・中央図書館…としょかんＺＯＯ～いきものは不思議がいっぱいだ！～
・波方図書館…お札になった日本の偉人たち
・大西図書館…SDGs 未来のために
・大三島図書館…キミのギモン・なぜ？を解決しよう！

救急病院

■日

たのしい春のお琴演奏会

時
■場 所
■演 奏
■参加費
■申込先

34

４月18日㈰ 11：00～12：00
中央図書館 ３階テラス（雨天時は３階視聴覚室）
大西箏倶楽部、今治北高校箏部
無料 ■定 員 25人（先着順）
４月７日㈬ ９：30から受付開始。直接または電話
で中央図書館へ

広報いまばり

令和３年４月号

図書館探検

所

波止浜公民館

10：30ごろ

近見公民館

13：30ごろ

日高公民館

14：10ごろ

乃万公民館

９：30ごろ

桜井公民館

11：10ごろ

国分公民館

15：10ごろ

鳥生公民館

15：10ごろ

関前支所

10：20ごろ

清水公民館

14：20ごろ

富田公民館

15：10ごろ

立花カルチャーセンター

10：30ごろ

菊間支所

13：30ごろ

玉川支所

14：30ごろ

朝倉支所

11：20ごろ

上浦支所

13：20ごろ

伯方支所

14：30ごろ

宮窪支所

15：30ごろ

吉海学習交流館

図書館を探検して、図書館の使い方や
本の調べ方を学びましょう。

時 ４月29日（木・祝）
■場 所 ①中央図書館 ９：00～10：00
②波方図書館③大西図書館 10：00～10：30
■対 象 ①年長～小学２年生とその保護者
②小学生とその保護者 ③小学生
■定 員 ①②10人 ③５人（それぞれ先着順）
■申込先 ４月７日㈬ ①９：30から ②③10：00から受付開
始。直接または電話で各図書館へ
■日

小学生図書館員

2021年こどもの読書週間企画展示
■日

場
９：30ごろ

写真と図解で見えてくる

イベント

TEL・FAX 0898-53-3622
TEL・FAX 0897-82-0506

図書館の仕事に興味がある小学生を募集
本をもっと身近に感じてみませんか

時 第１回 ４月25日㈰
第２回 ５月２日㈰
■場 所 ①中央図書館
９：00～12：00
②波方図書館
９：30～11：30
③大西図書館 10：00～12：00
④大三島図書館 ９：45～12：00
■持参物 筆記用具・水筒など ■対 象 小学５・６年生
■定 員 ①１日２人 ②③④１日１人（それぞれ先着順）
■申込先 ４月７日㈬ ①９：30から ②③④10：00から受付
開始。直接または電話で各図書館へ
■日

４月の休館予定
４月５日㈪、12日㈪、16日㈮、19日㈪

休館期間中の返却はブックポストへお願いします。

４月 けんこうインフォメーション
健康推進課（中央保健センター） TEL 0898-36-1533

FAX 0898-32-5511

適切な時期に受けましょう

高齢者の肺炎球菌感染症予防接種について

予防接種は、市内の各委託医療機関で実施して
います。かかりつけ医と相談しながら、適切な時期
に接種を受けてください。接種歴が不明な方は、
お問い合わせください。

■対

子どもの予防接種について

■持参物 母子健康手帳、
予防接種手帳

子どもの
予防接種

日本脳炎予防接種について

10：30～11：00

22日㈭

Ｒ２.12.１～Ｒ２.12.15生

１歳６か月児健康診査★（個人通知あり、各支所は別の日に実施）

中止

Ｒ１.９.１～Ｒ１.９.30生

20日㈫

３歳児健康診査★（個人通知あり、各支所は別の日に実施）

病態別栄養相談（予約制）
９：20～16：20
管理栄養士による個別相談

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、人数制限をして
実施します。対象となるお子さんは、約３週間前に決定しま
す。詳細はホームページをご確認ください。
★旧日吉小学校体育館に会場を変更します。ご注意ください。

中止

新型コロナウイルス感染症の状況などにより、中止または延期となる場合があります。随時、今治市ホームページに掲載します。

としょかん

28日㈬

Ｒ２.11.16～Ｒ２.11.30生

美術館・博物館

26日㈪

８日㈭

乳幼児および老成人健康相談★

離乳食講習（予約制）
14日㈬

４か月児健康相談★（個人通知あり、各支所は別の日に実施）

子育て

中央公民館および中央保健センターは非常用電源の復旧
作業を行っています。下記の事業を一部変更して実施します
ので、ご確認ください。

昭和31年４月2日～ 昭和32年4月1日
昭和26年４月２日～ 昭和27年４月１日
昭和21年４月２日～ 昭和22年４月１日
昭和16年４月2日～ 昭和17年4月1日
昭和11年４月２日～ 昭和12年４月１日
昭和６年４月２日～ 昭和７年４月１日
大正15年４月2日～ 昭和２年4月1日
大正10年４月２日～ 大正11年４月１日

情報のひろば

日本脳炎の
予防接種について

65
70
75
80
85
90
95
100

みんなのひろば

年齢・生年月日

日本脳炎ワクチンの供給量が一時的に減少する
ことが判明し、通常３歳時に接種を受ける１期１回
目と２回目を優先することとされました。
このため、
しばらくの間はお子さんの１期追加や
２期の予約を希望されても、受けることができない
場合があります。
ただし、
１期
（１回目、
２回目、追加）
は７歳半になる
前日まで、
２期は13歳になる前日までが定期予防
接種として無償で受けられる期間ですので、期限
が近づいている方は、
１期追加や２期の接種を受け
ることができます。

お知らせ

間 令和４年３月31日㈭まで ■費 用 4,000円
象 自費での接種を含め、23価肺炎球菌ワクチンを接種
したことがない方で①または②に該当する方
※生涯１回のみ
①令和３年度中に65、70、75、80、85、90、95、100歳
になる方※前回、接種を受けていない方には浅黄
（薄
い青緑）色の高齢者定期予防接種記録カードを４月
上旬に送りますので、接種の際にご持参ください。
②接種日に60～64歳で、身体障害者1級相当の方
※心臓、腎臓、呼吸器またはヒト免疫不全ウイルス
による免疫の機能障がいに限る。
※②の該当者は、健康推進課または各支所へご連絡
ください。

■期

※中央保健センターでは、電話相談など随時行っていますので、ご希望の方はお問い合わせください。

TEL 0898-23-2500㈹
FAX 0898-23-2531

定例会
日

時

場

場

所

問合先 東予がん患者と家族の会

エイズ・肝炎の血液検査・相談…無料・匿名
毎週火曜日
（祝日、年末年始を除く）

今治市障害者地域活動支援センターときめき

TEL 0898-34-3081
FAX 0898-34-3082

所

10：00～15：00
中央図書館

奇数月

第４土曜日

13：30～15：30
総合福祉センター

愛らんど今治

救急病院

今治保健所

いまばり町なかがんサロン
日 時 14日㈬

康

「がん」と告知されたばかりの人、手術後の体
調不良や治療について悩んでいる人、家族や
遺族の人…いろいろな悩みを話し合い、前向き
に生きていきましょう。がん患者が自ら立ち上
げた会です。ぜひ参加してみてください。

健

東予がん患者と家族の会

TEL 090-7628-8892（伊藤）

心の問題や精神的な悩み相談…来所相談は要予約

10：00～11：00

※電話相談は随時行っています。

精神障がい者家族相談事業
対

象

精神障がいがある方の家族（事前に電話で申し込んでください）

21日㈬ 13：00～15：00 家族相談員による個別相談（秘密は守ります）
広報いまばり

令和３年４月号
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４月 けんこうインフォメーション
今治タオル体操を一緒にしませんか

今治しまなみスポーツクラブ
令和３年度教室について

時 毎月第４水曜日
ジュニアの部 18：00～19：00
大人の部
19：30～20：30
■場 所 別宮公民館（大正町４-２-７）
■参加費 １回100円
■申込先 今治タオル体操愛好会（渡辺）
TEL 090-7574-8671
■日

教室の詳細は、中央体育館へ問い合わせをするか、今治しま
なみスポーツクラブのホームページをご覧ください。

■申込先 NPO法人今治しまなみスポーツクラブ

（市営中央体育館）
TEL 0898-24-2351
FAX 0898-24-1651

お知らせ

食 育 の 日

今治しまなみ
スポーツクラブ

献立紹介

つくり方

みんなのひろば

情報のひろば

1

3

サヤエンドウは筋をとっ
てさっとゆで、
シメジは石
づきを除いてほぐす。

肉の色が変わってきたら
シメジ、
サヤエンドウの順
番に入れて炒める。

2

4

フライパンに油を熱し、
ニンニク・ショウガを加
え、ひき肉も加えて炒め
る。

火が通ったらａを加えて
よく炒め、
ｂを回し入れて
軽くとろみをつける。

サヤエンドウとシメジのひき肉炒め
材 料

（２人分）

子育て
美術館・博物館

a

{

サヤエンドウ
シメジ
合いびき肉
油
ニンニク
（チューブ）
ショウガ（チューブ）

濃口しょうゆ
みりん
酒
砂糖

40ｇ
100ｇ
50ｇ
小さじ１
2センチ程度
2センチ程度

小さじ１と1/2
小さじ１と1/2
b
小さじ１と1/2
小さじ1/2

{

片栗粉
水

エネルギー…122キロカロリー

１人分

ひき肉のコクと、ニンニクやショウガの
風味で減塩でもおいしくいただけます。

今月の食材『サヤエンドウ』
みつ豆や豆大福などによく
使われる「エンドウ豆」の、さ
やがまだ柔らかい時期に早採
りしたものが「サヤエンドウ」
です。
「サヤエンドウ」が少し大
きくなった未熟な状態の実（種

小さじ1/2
小さじ1

塩分…0.7ｇ

市民医学講座

山内 淳子

歯周病は、糖尿病の合併症の1つです

今治市医師会

今 回は糖 尿 病 患 者さんにとって、歯 と口 の健

康を保つことがいかに大切かをお伝えします。

糖尿病があると、免疫機能の低下や血流の悪

化 、唾 液の減 少のため、歯 周 病になりやすく、重

症化しやすいことが分かっています。逆に歯周病

はインスリン作用を阻害し、血糖コントロールを

ンA1ｃが最大1パーセント改善するという報

告もあります。お口のケアで血 糖 値 が改 善する

なんてうれしい効果ですね。

3か月から1年ごとに歯科受診し、プロフェッ

ショナルケアを受けたり、歯 周 病の有 無のチェッ

クを受けて、
もし歯周病があれば、早めに治療を

してもらいましょう。

家 庭では、電 動 歯 ブラシや音 波 歯 ブラシを使

うこともお勧めです。

最 後 に 歯 周 病 や 虫 歯 は 、糖 尿 病 以 外 に も 肥

満、肺炎、睡眠時無呼吸症候群、心内膜炎、腎炎、

胃腸障害、栄養障害などさまざまな疾患の原因

になると言われています。お口 を健 康な状 態に

保つこ とは全 身の健 康に関わるこ とです 。です

救急病院

から、糖 尿 病 があってもなくても、痛 くなったら

康

歯医者さんではなく、痛くなる前に、歯医者さん

へ行きましょう。

健

令和３年４月号

悪 化させます 。歯 周 病 を 治 療 するとヘモグロビ

としょかん

広報いまばり

※平成29年度から
のレシピをH Pに
掲載しています。

TEL 0898-36-1533
FAX 0898-32-5511

塩小さじ１杯は6gです。
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子）は「グリーンピース」です。
サヤエンドウはカロテンや
ビタミンＣ、食物繊維が豊富で
す。鮮やかな緑でハリがあるも
のを選びましょう。

■問合先 健康推進課

１日の塩分は 男性7.5g・女性6.5gが目標です！

※このコーナーの記事は今治市医師会広報委員会のご協力によるものです。

今回の
ポイント♪

No.

193

受付時間

救急病院（8：30～翌8：30）

内科（9：00～17：30）

小児科（9：00～12：00、
14：00～17：00）

日

月

歯科（9：00～14：00）

島しょ部（9:00～17：00）

火

水

救急病院などの当直表
木

金

1

11

18

10

白 石 病 院
（８：30～17：30）
木 原 病 院
医師会市民病院
（17：30～翌８：30）

瀬戸内海病院

済生会今治病院

今治第一病院

県立今治病院

12

13

14

15

16

17

広 瀬 病 院

今治第一病院

済生会今治病院

白 石 病 院

木 原 病 院

医師会市民病院

19

20

21

22

23

24

済生会今治病院

県立今治病院
（８：30～17：15）
今治第一病院 （22：30～翌8：30） 白 石 病 院
今治セントラルクリニック
（17：15～22：30）

今治第一病院
（８：30～17：30）
木 原 病 院
医師会市民病院
（17：30～翌８：30）

26

27

28

29

30

広 瀬 病 院

県立今治病院

済生会今治病院

瀬戸内海病院
まつうらバンビクリニック
有津むらかみクリニック

木 原 病 院

▶病院の都合で変わる場合があります。えひめ医療情報ネットホームページまたは
電話案内（TEL 0898-32-3300）でご確認ください。

小児科

医師会市民病院
県 立今 治病 院
瀬 戸内 海病 院
まつうらバンビクリニック

島しょ部

TEL 0898-22-7611
TEL 0898-32-7111
TEL 0898-23-0655
TEL 0898-22-0573

有津むらかみクリニック
片 山 医 院
喜多嶋診療所
しのざき整形外科
はかた外科胃腸科

内

医師会市民病院 TEL 0898-22-7611

歯

TEL 0897-72-3200
TEL 0897-84-2620
TEL 0897-72-0250
TEL 0897-73-1221
TEL 0897-72-1711

科

救急病院

TEL 0898-22-7611
TEL 0898-22-5251
TEL 0898-23-2000
TEL 0898-23-0634

TEL 0898-32-7111
TEL 0898-47-2500
TEL 0898-32-4135
TEL 0898-23-0655
TEL 0898-47-0100

康

医師会市民病院
今治セントラルクリニック
今治第一病院
木 原 病 院

県立今治病院
済生会今治病院
白 石 病 院
瀬戸内海病院
広 瀬 病 院

健

救急病院

としょかん

医師会市民病院
喜多嶋診療所
唐子歯科医院

9

美術館・博物館

25

8

子育て

瀬戸内海病院
はかた外科胃腸科
広小路歯科医院

7

情報のひろば

医師会市民病院
しのざき整形外科
たくぼ小児歯科・歯科

6

木 原 病 院
（８：30～17：30）
県立今治病院
医師会市民病院
（17：30～翌８：30）

みんなのひろば

医師会市民病院
県立今治病院
片 山 医 院
秋山整形外科・歯科

5

3

お知らせ

4

土

2

今治第一病院

4月

科

秋山整形外科・歯科
唐子歯科医院
たくぼ小児歯科・歯科
広小路歯科医院

TEL 0898-36-6661
TEL 0898-47-0466
TEL 0898-22-3457
TEL 0898-24-1212
各病院の電話番号（50音順）

広報いまばり

令和３年４月号
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平成28年に国の登録有形文化財
館が、ライトアップされました。

今回のライトアップは、しまなみ

施。施設の周辺に設置された約70

台のLEDライトに照らされ、風情あ

る建物が一層幻想的なムードに包ま
れました。

編集／総務調整課

広報広聴室 TEL ０８９８－３６－１５０２

Imabari RADIUS 光・希望・祈り

この広報紙は資源保護と環境に配慮して

再生紙と植物油インキを使用しています

になって、今治のファンを増やせれば最高です。

す。「広報いまばり」をきっかけに、今治をもっと好き

うれしいと思ってもらえる広報紙」づくりを目指しま

「自分が楽しいと感じる、それでいて、皆さんが読んで

広報に異動して４年が経過しました。決意新たに、

室が考えている「明日の今治市」は次のとおりです。

の皆さんの期待をご紹介しました。私たち広報広聴

始まりの4月です。今月号は徳永繁樹市長と市民

「今治市」
ホームページ

ださい。今治市の未来を一緒に考えましょう。

提案など、意見交換をして、市政を身近に感じてく

す。対面またはオンラインで、まちづくりの話題や

市民の皆さんと徳永市長が話せる機会を設けま

ていきましょう。

わる」広報を目指します。一緒に今治市を明るくし

ではなく、情報を受け取った方が行動を起こす「伝

SNSを活用していきます。ただ伝えるだけの広報

YouTube、LINEなど利用率が高い

瑞

壮

オ

瑞

壮

オ

ＨＰ https://www.city.imabari.ehime.jp/

瀬戸内しまなみ海道×建築文化財

発行／今治市役所
〒７９４－８５１１ 今治市別宮町１－４－１
TEL ０８９８－３２－５２００㈹
FAX ０８９８－３２－５２１１㈹

温泉）が国の支援を受けて初めて実

４
式会社ラヂウム温泉（今治ラヂウム

月号

ス感染症の収束への祈りを込め、株

広報

に登録された
「今治ラヂウム温泉」
本
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今治ラヂウム温泉
ライトアップ

海道の観光振興と新型コロナウイル

