
Kihoku’s News

問 町民生活課　福祉係　内線2173

主任児童委員・民生児童委員の紹介お知らせ
info

　主任児童委員・民生児童委員の改選に伴い 12月５日、中央公
民館で委嘱状の伝達式が行われました。委員の皆さんは、これか
ら３年間、明るく住みよい町づくりのためにご活躍いただきます。
　新しい主任児童委員・民生児童委員は、次の方々です。

問 町民生活課　資産評価係　内線2125

事業主の皆さんへ

令和５年度償却資産申告は１月31日までに行ってください
お知らせ
info

　会社や個人で工場、商店や農業などを経営しておられる方がお持ちの償却資産（その事業のため
に用いることができる機械・器具・備品等をいいます。）には、固定資産税が課税されます。賦課期
日（毎年１月１日）現在の所有状況について、令和５年１月 31 日（火）までに償却資産申告書を提
出してください。
　例えば、ミシンを家庭用として使用している場合には、課税対象となりませんが、縫製工場等で
事業用として使用している場合は、償却資産として課税対象となります。
　なお、資産の異動がない場合についても申告は必要です。

申告期限：令和５年１月 31 日（火）　　提出先：鬼北町役場　町民生活課

住　所 氏　名 担当地区
北　川 宇都宮治久 牛野川・北川
北　川 宇都宮　明 水分・成川
奈　良 松田　春男 今在家・奈良中
奈　良 高田　敏子 奈良下
芝 尾上　賢二 芝・中野川
永野市 田中　明美 永野市
近　永 竹本　精作 新町・鬼北の里
近　永 佐々木友子 本町
近　永 井谷　純子 南町
近　永 松浦　郁夫 栄町
近　永 田淵　保子 旭町１～４組・年則
国　遠 盛澤　朗彦 旭町５～９組
国　遠 山本　元子 国遠・成藤
清　延 松浦　　正 清延
沢　松 上甲　節子 柏田・沢松
内深田 上甲　　仁 平井・田丸
内深田 高橋　泰敏 沖・小坂
東　仲 善家　章光 東仲
西　仲 善家美喜生 西仲・吉波
大　宿 久保田安夫 大宿
生　田 片山　　洋 生田
清　水 古谷　玲子 清水
畔　屋 前田　裕子 畔屋

住　所 氏　名 担当地区
西野々 小西多惠子 西野々
広　見 本倉　壽晴 広見
下大野 末田　義彦 下大野（西・町・東・中）
下大野 田中　　弘 下大野（中尾坂・上・奥・坂立・御開山）
小　松 佐々木美知子 小松
延　川 山本美惠子 久保・延川
川　上 松﨑　泰史 川上
出　目 熊谷　昭博 出目１～５組
出　目 松浦　　智 峠・中島・出目二区
興野々 渡邊　嘉則 興野々芳・寺
興野々 小川　　泉 興野々中・東
岩　谷 山本　庸祐 岩谷
上　川 平野　邦彦 上川
小西野々 竹場　敬一 小西野々
小　倉 芝　　修次 小倉（川崎・町一・町二）
小　倉 船田　悦子 小倉（轟・上住・下住・宮口・宮奥）
日向谷 出口　篤夫 日向谷
上大野 谷　ひとみ 上大野
上鍵山 影浦　　淳 上鍵山
下鍵山 山口　昌弘 下鍵山１．２．５．６．７．８組
下鍵山 上山　泰昌 下鍵山３．４．９．10．11組
父野川中 藤中　　悟 父野川上、父野川中（宮成・藤川）
父野川中 渡辺　　博 父野川下、父野川中（野々谷）

住　所 氏　名 担当地区
奈良 都　久美子 広見地区
興野々 布　　博文 広見地区
日向谷 那須　史憲 日吉地区

主任児童委員

民生児童委員

　平成 28 年１月１日より「マイナンバー制度」が開始されました。
　個人番号または、法人番号を償却資産申告書へご記入いただくようご協力ください。
　なりすまし防止のため、個人番号が記載してある書類を提出する際には、本人確認と個人番
号の確認が義務付けられています。
※本人確認：運転免許証等で確認します。　※個人番号確認：通知カード等で確認します。
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まちのお知らせ

人権擁護委員　法務大臣表彰表　彰
Topics

　10 月 24 日、人権擁護委員の上甲利汎さ
ん＝東仲＝と、川平定計さん＝父野川下
＝に、法務大臣表彰状が贈られました。
　人権擁護委員としての多年にわたる功
績に対して贈られる法務大臣表彰。上甲
さんは平成 23 年から 11 年以上、川平さ
んは平成 24 年から 10 年以上にわたり人
権擁護委員を務め、地域の人権擁護活動
に積極的に取り組むとともに、他の人権
擁護委員の模範として尽力されてきまし
た。また、愛媛県人権擁護委員連合会、
宇和島人権擁護委員協議会において役職
を務めてきた功績が称えられ、このたび
の受賞となりました。

農林水産祭むらづくり部門　農林水産大臣賞受賞表　彰
Topics

　11 月 22 日、岡山県で開催された農林水産祭
むらづくり部門中国四国農政局表彰式において、
株式会社日吉夢産地に農林水産大臣賞が贈られ
ました。
　農林水産業の振興などに地域ぐるみで取り組
み、多彩で活力あるむらづくりを行っている団
体に贈られる本表彰。日吉夢産地は、ゆず・栗・
しいたけを中心とした生産振興や副収入を得る
場として、加工品開発研究や情報交換などに取
り組み、地域の要として重要な役割を担ってき
ました。
　受賞報告で町長を訪問した代表取締役の大森
さんは「来年度のリニューアル工事を受けて、
鬼北の中核施設として今まで以上に努力してい
きたい」と話していました。

上甲利汎さん

緑の少年団育成功労賞受賞表　彰
Topics

　11 月 12 日、大分県で開催された第 45 回全国育
樹祭において、山内翔平さん＝下鍵山＝が緑の少
年団育成功労賞を受賞しました。
　株式会社日吉農林公社の社員として、町内の小
学生を対象に林業体験や木工教室、炭焼き体験な
どを行っている山内さん。緑とのふれあいを通し
て、郷土を愛し自然に親しむ、心豊かで健全な青
少年の育成のために尽力した功績が称えられ、こ
のたびの受賞となりました。

川平定計さん
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Kihoku’s News

問 農業委員会　内線2438

夢のある元気な農業経営のために

「家族経営協定」調印式
お知らせ
info

　11 月 22 日、中央公民館で家族経営協定調印
式が行われました。
　家族経営協定とは、家族で取り組む農業経営
の方針や家族の役割、就業条件などについて、
家族みんなで話し合いながら決めるものです。
　松山市から移住し、鬼北町での１年間の農業
研修を９月に終えた原田雅央さん（写真中央）。
今後は、奥さんの加菜子さんと二人三脚で、地
域農業の未来を担う経営者を目指していきます。

問 教育課　文化スポーツ係　内線4112

明星ヶ丘企画展

『歴史考証イラストレーター 香川元太郎の世界-よみがえる寺と城-』
お知らせ
info

　近年の発掘調査によって、中心部の具体的姿が明らかとなった国史跡等妙寺旧境内。 
　昨年度、香川元太郎先生に発掘調査成果に基づいた素晴らしいイラストを描いていただきました。
　香川先生は日本を代表する歴史考証イラストレーターであり、今年度から次年度にかけても新た
に制作いただく予定です。 
　今回の企画展では等妙寺旧境内にちなんで、香川先生の作品の中から「寺」のイラストを中心に
展示します。誰もが知る日本史の舞台となった場所から、地域の貴重な歴史を伝える場所まで、精
巧かつ大迫力のイラストを心行くまでご堪能ください。
会　　期　令和４年 12 月 17 日（土）～令和５年３月 12 日（日） 
会　　場　鬼北町歴史民俗資料館　１階展示室

　（鬼北町大字下鍵山 425 番地）
開館時間　午前９時～午後５時
休 館 日　月曜日、年末年始（12/29（木）～ 1/3（火））
入 館 料　大人（高校生以上）200 円、中学生以下無料
※新型コロナウイルスの影響により、やむを得ず中止・変更する場合があります。ご了承ください。

問 学校給食センター　内線4500

学校給食の愛媛大分交流事業についてお知らせ
info

　鬼北町学校給食センターでは、令和４年 11 月に「愛媛・大分交流事業」として「郷土料理の学校
給食体験事業」を実施しました。これは、鬼北町と大分市の郷土料理をそれぞれの市町の給食で紹
介しようという取り組みです。今回の給食では、大分市の郷土料理「だんご汁・とり天」を町内の
児童生徒の皆さんに食べていただきました。
　だんご汁の団子とは、一般的な団子状のものではなく、
「やせうま」と呼ばれる小麦粉で作った平たい麺のことで、
それを季節の野菜と一緒にみそ仕立てで食べるものを団子
汁といいます。また、とり天は、大分県別府市発祥の料理
である鶏肉の天ぷらのことで、大分の県民食と言われ、県
内には多くの「とり天屋」があるそうです。
　なお、大分市では、鬼北町の郷土料理「揚げ豆腐のゆず
みそかけ」や「きじ汁」が紹介される予定です。
　鬼北町学校給食センターでは、今後も児童生徒の皆さん
の成長に必要な栄養価を考えた安全で美味しい給食を提供
していけるよう努力いたしますので、ご理解いただきます
ようお願いいたします。
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まちのお知らせ

問 環境保全課　環境衛生係　内線2443

お知らせ
info 町内の空間放射線量測定結果について

　鬼北町では、町民の皆さんが身近な放射線量を把握することができるよう、町内の特定箇所で定
期測定を４カ月に１度、実施しています。11 月の測定結果は以下のとおりです。
【空間放射線量測定結果】（測定日：11月22日）

問 建設課　都市計画・管理係　内線2411　／　愛媛県都市計画課　☎089-912-2738

お知らせ
info

都市計画の案がご覧なれます

広見都市計画道路の変更について

測　定　場　所 測　定　結　果
（毎時マイクロシーベルト）

鬼北町役場 ０．０９

好藤保育所 ０．０９

愛治公民館 ０．０８

三島公民館 ０．０８

小倉コミュニティセンター ０．０９

鬼北町役場日吉支所 ０．０８

父野川下農村広場 ０．０８

※測定機器…Nal（ヨウ化ナトリウム）シン
チレーション式サーベイメータ（主にガン
マ線の測定器）
※マイクロシーベルト…人体が放射線を受け
た時、その影響の度合いを表す目安となる
放射線量の単位
※測定値には、気象条件、測定器等により差
が出ますので、参考数値となります。いず
れも国の基準【毎時 0.23 マイクロシーベ
ルト】を下回っており、通常レベルの範囲
内で問題のない数値です。

○縦覧期間　1月 10日（火）～ 1月 24日（火）　午前 8時 30 分～午後 5時 15 分（土・日・祝日除く）
※鬼北町の住民および利害関係のある方は、縦覧期間中に意見書を提出することができます。意
見書は 1月 24日（火）までに下記の提出先まで、直接または郵送（当日必着）で提出してください。
意見書の様式は、鬼北町または愛媛県都市計画課のホームページからダウンロードできます。

○縦覧場所・問合せおよび意見書提出先
・愛媛県都市計画課　〒790-0001　松山市一番町４丁目１－２（愛媛県自治会館５階）
・鬼北町建設課　　　〒798-1395　鬼北町大字近永800－1

　鬼北町では昭和32年に都市計画道路（８路線）を決定しておりましたが、社会情勢の変化に対応
した見直しを行った結果、６路線を廃止し、２路線を一部区間の廃止およびルートを変更する方針
とし、令和４年10月に住民説明会を開催したところです。
　今回、それらの路線について、都市計画変更案の縦覧を行います。
・全線廃止予定路線（６路線）
　　永野市線、栄町芝線、出目駅前通線、奈良通線、奈良緑岡線、近永駅前通線
・一部区間の廃止予定路線（１路線） ・一部区間の廃止およびルート変更予定路線（１路線）
　　近永病院線 泉橋本町線
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Kihoku’s News

問 ねんりんピック推進室　ねんりんピック推進係　内線3600

　令和５年度に開催される「ねんりんピック愛顔のえひめ 2023」では、スポーツ交流大会 10 種目、
ふれあいスポーツ交流大会 15 種目、文化交流大会４種目が行われます。当町で開催される「ペタン
ク競技」はスポーツ交流大会の１種目です。今回はペタンク交流大会の概要をご紹介いたします。

鬼北町実行委員会より

入札日 工事名 場所 工事概要
落札業者

主管課
落札額（税抜）

11/10 北宇和高校教育寮新築工事（建築工事） 近永
建築工事 木造２階建
A＝ 605.17㎡
外構工事

一宮工務店・愛媛
建設特定建設工事
共同企業体

企　画
振興課

175,500,000

11/10 ペットフード加工処理施設建屋建築工事 延川 建築工事 木造平屋建　A＝ 474㎡
愛媛・滝平特定建設
工事共同企業体 農林課
216,500,000

11/10 ペットフード加工処理施設加工設備工事 延川 ペットフード加工機器設置工事
㈱ヤナギヤ

農林課
67,500,000

11/10 ペットフード加工処理施設処理設備工事 延川 ペットフード処理設備設置工事 花木工業㈱大阪支店 農林課
30,000,000

11/10 ペットフード加工処理施設冷凍冷蔵設備工事 延川 プレハブ冷凍冷蔵庫設置工事
㈲中村設備

農林課
35,180,000

11/18 鬼北町立広見中学校テニスコート改修工事 永野市 テニスコート４面中２面を、オム
ニコート２面に改修

愛媛建設㈱
教育課

35,000,000

11/18 （R4）砂補第12号　西仲1-1地区がけ崩れ防災対策工事 西仲

施行延長 L ＝ 13 ｍ
山留工 V＝ 29 ｍ 3
落石防止柵工 L ＝ 14 ｍ
水路工 L ＝ 15 ｍ

松栄建設㈴
建設課

7,080,000

11/18 清水処理区処理施設改修工事 清水 集落排水処理施設の曝気撹拌方式
の変更改修

㈱ダイキアクシス 環　境
保全課12,600,000

11/18 （R4）町道水対谷線局部改良工事 下大野
施行延長 L ＝ 24.6 ｍ
路側ブロック積 A＝ 43㎡
現場打横断溝 L ＝ 7 ｍ

㈲三島建設
建設課

3,950,000

問 総務財政課　管財係　内線2209

令和４年度11月の鬼北町工事入札結果お知らせ
info

○参加チーム数は 72 チーム（予定）
45 道府県×１チーム＝ 45 チーム、東京都２チーム
20 政令指定都市×１チーム＝ 20 チーム、開催地（愛媛県）５チーム
合計 72 チーム
○参加者数は 72 チーム×４名（選手３名、監督１名）＝ 288 名
○チーム構成は 60 歳以上の男女で、70 歳以上１名を入れることが決めら
れています。
○大会１日目は予選リーグ（１ブロック４チームの総当たり戦）を行い決勝トーナメントに進
出する 32 チームが決まります。そして、大会２日目は決勝トーナメント１回戦、２回戦、準々
決勝、準決勝、決勝を行い、優勝チームが決まります。

　来月からも関連する情報を発信していきますので、ぜひご覧ください。
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