内子町農業委員会選挙人名簿
年間おおむね 日以上耕作に

の 親 族 ま た は そ の 配 偶 者 で、

内子町農業委員会選挙人名簿への
登載を申請してください

は、毎 年、有 権 者 か ら の 申 請 に
基づいて調製されます。同名簿

従事している人
㌃以上の農地について耕作

コールの請求もできなくなりま
組 合 員、社 員 ま た は 株 主 で、

の業務を営む農業生産法人の

ウ

すので、次の要件を満たしてい
年間おおむね 日以上耕作に

発行する電子的な身分証明書で

電子証明書は、特定の機関が
行ってください。

上、期間内に再申請の手続きを

人は、有効期間満了日を確認の

装 置 で す。消 防 法 に よ っ て、

知し、ブザーや音声で知らせる

内での火災の発生をいち早く感

西渕工務店
事務所
本町ひろば

内子分庁

国道56号

所得税や住民税の申告をする際、交付された
い。控除内容など、詳しくは、お問い合わせく
おり、身体障害者手帳などの交付を受けていない

ださい。

【申請窓口・問い合わせ】

総務班

【問い合わせ】

人。

☎０８９３（４４）６１５４

消防防災係

☎ ０８９３（４３）０１１９

◇大洲消防署内子支署

☎ ０８９３（４４）６１５０

◇総務課

介護保険係
保健福祉班

に載っていない人は、投票もリ

る人は必ず申請してください。
従事している人
※町外に農地を持ち耕作の業務
を営んでいる人で、要件を満
たす人も申請してください。
【申請窓口・問い合わせ】

内子町農業委員会
☎ ０８９３（４４）２１１３

経済状況などにより認定され

す。この電子証明書を使用して
【問い合わせ】

年５月 日までにすべての住宅

23

住宅用火災警報器とは、家庭

電子署名を行うことで、なりす
◇住民福祉課 住民班

31

内子
タクシー

詳しくは、お問い合わせくだ

道後屋

住民福祉課

❖ 登載の要件
①内子町内に住所を有する人
②年齢が満 歳以上の人
㌃以上の農地について耕作

③次のいずれかに該当する人
ア
の業務を営む人
イアの耕作業務を営む人の同居

就学援助制度とは、経済的な
ない場合がありますので、あ

「就学援助制度」をご存じですか

理由で子どもを小学校や中学校
【問い合わせ】

らかじめご了承ください。

に対し、学用品費や学校給食費
○お子さんが在学（または入学

に通わせることが困難な保護者
など、就学上必要な経費の一部
する）小・中学校
○内子町教育委員会 教育課

を援助する制度です。
お子さんが通学し

❖申込方法

☎ ０８９３（４４）２１１４

学校教育班（内子分庁内）

認 定 は、内 子 町 教

ている学校にご相談ください。
❖認定方法

育委員会が行います。ただし

❖障害者控除を受けるには

住宅用火災警報器の
設置が義務付けられています

にあります。

ましやデータの改ざんを防ぐこ

公的個人認証サービス電子証明書の
有効期間を確認しましょう

象者認定書」を交付しています。

に設置することが義務付けられ

※大会関係車輌を除く。

22
広報うちこ 1.1.2011
広報うちこ 1.1.2011

23

請書を窓口へ提出してください。申請書は窓口

☎ ０８９３（４４）６１５２

事務所および道後屋までの区間）

ている人で、所得税・住民税が課税されている人。
☎０８９３（４４）２１１４

ない人を対象として、申請により「障害者控除対

とができます。税に関する申請

❖交通規制

上記認定書の交付を受けた人で、所得税・住民
内子町教育委員会

介護保険被保険者証と印鑑をお持ちの上、申

ています。設置場所は寝室や階

※雨天決行。荒天の場合は１月 23 日（日）に延期

❖障害者控除の対象となる人
【問い合わせ】

る 65 歳以上の高齢者で、障害者手帳を持ってい

◇内子総合窓口センター

❖大会日時

税が課税されている人。または、対象者を扶養し
自治・学習班（内子分庁内）
教育課

午後０時 30 分～３時 30 分
◦時間

内子高校スタート
１月 16 日（日）午後１時

さい。

スタート・ゴール地点
内子高校

◇小田支所

ご理解とご協力をお願いします。

「障害者控除対象者認定書」を添付してくださ
◎車で移動しながらの応援は、ご遠慮ください。

65 歳以上で介護認定を受けている人に対して
障害者控除対象者認定書を交付します

をインターネット上で行う場合

■……交通規制区間

段の天井などです。

間で交通規制を行います。ご迷惑をおかけします

内子町内に住所を置く 65 歳以上の人で、22 年
森トンネルの利用をお願いします。

60

☎ ０８９３（４４）２１１２

全を期しますが、一層の安全確保のため、一部区

12 月 31 日現在で介護保険の要介護認定を受けて

◎国道 56 号と 379 号の往来は、できるだけ水戸

10

などに必要となります。

選手の交通安全には関係団体の協力を得て万

☎ ０８９２（５２）３１１１

が、選手の安全確保と円滑な大会運営のために、

電子証明書の有効期間は発

きます。

行から３年間です。持っている

新春恒例の「第 6 回内子町駅伝競走大会」を開

❖認定書の交付を受けられる人

20

駅伝競走大会の実施に伴う
交通規制にご協力ください

忘れずに申請しましょう。

合は、前もってご相談ください。
に控除を受けることができます。該当する人は、

※内子分庁、小田支所での手続きを希望する場
この認定書によって、所得税や住民税の申告時

❖認定書の申請方法
内子町では、介護保険の要介護認定を受けてい

10

60

内子商店街（本町ひろば～西渕工務店
◦場所

町からのお知らせ

information

information

町からのお知らせ

「内子町景観まちづくり賞」を募集します
内子町は、
「景観まちづくり計画」に基づいて
「景観まちづくり条例」を制定し、町民の皆さんと
共に、内子町らしい良好な景観づくりに努めてい

外とします。
※過 去に「美しい景観建造物デザイン賞」を受賞
した建造物は対象外とします。
❖応募方法

ます。
この取り組みの一環として、
「内子町景観まち

自薦・他薦を問いません。

づくり賞」を募集します。同賞は、景観上優れた

「内子町景観まちづくり賞推薦調書」に必要事

建造物や、より良い景観づくりのための活動を

項を記入し、参考書類を添えて提出してくださ

行っている個人や団体などを表彰するものです。

い。推薦調書や表彰要綱は、産業建設課建設デザ

多数の応募をお待ちしています。

イン班、内子分庁、小田支所、各自治センターに
あります。
❖応募締め切り
１月 31 日（月）
❖表彰
◦２月に開催を予定している「内子町景観まちづ
くりフォーラム」
（仮称）で表彰します
◦啓 発活動部門では、３団体（個人）に表彰状と
記念品を贈呈します
◦建造物部門では、所有者２人、設計者と施工者
各１人に表彰状と記念品を贈呈します

各地域で行われている清掃活動

❖審査結果の公表
表彰内容は、受賞者の同意を得て、
「広報うち

❖募集内容

こ」および内子町ホームページに掲載し、公表し

⑴啓発活動部門

ます。

◦５年以上にわたり、自主的かつ積極的に地域の
清掃、草花の植栽、街並みや自然の景観を保全
する活動を行っている個人または団体
◦自分たちが中心となって、良好な景観づくりに
関する啓発活動を行っている団体
⑵建造物部門
◦５年以上にわたり、良好な景観づくりに貢献し
ている建造物などを所有する個人や団体
◦地域の特性や周囲の環境に十分配慮して複数の
建造物の建築などを行っている事業者（個人ま
たは団体）
。また、建築などの計画や設計を行っ

21 年度受賞者の皆さん

ている事業者
※対象建造物は町内に現存するものに限ります。
ただし、建築年限は制限しません。
※国・県・町のいずれかより補助金や助成金を受

【応募先・問い合わせ】
産業建設課

建設デザイン班

都市計画係

☎０８９３（４４）６１５７

けて新築・修理・修景事業を行ったものは対象

広報うちこ 1.1.2011
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