
まちのお知らせ

永きにわたる献身的な消防活動により　端宝単光章を受章表　彰
Topics

　11 月３日、元鬼北町消防団団長の水野和
昭さん＝出目＝に、端宝単光章が贈られま
した。
　水野さんは、昭和 53 年 12 月に広見町消
防団に入団。平成23年から平成29年まで、
鬼北町消防団団長を６年間務め、規律厳正
な消防団の育成強化に尽力するとともに、
本町消防力の強化に貢献されました。
　平成 29 年の退任後も、永年の経験・知
識を生かし、消防団に指導・助言を行うな
ど活躍されてきた功績が称えられ、このた
びの受章となりました。

全国農業高校 お米甲子園2022　特別優秀賞受賞表　彰
Topics

　12 月２・３日、長野県小諸市で開催され
た「全国農業高校 お米甲子園 2022」最終
審査において、北宇和高校生の出品したお
米が、特別優秀賞を受賞しました。
　最先端の検査機器による食味の測定と、
専門家による食べ比べにより、炊飯したお米
の “香り・粘り・つや・食感・甘み ”など、
おいしさを競うお米甲子園。生産食品科作物・
果樹班の生徒たちが、愛媛県のオリジナル新
品種「ひめの凜」を校内の実習田で丹精込め
て栽培し、今回の受賞となりました。
　兵頭町長は「東北地方など名だたる米ど
ころに劣らない、おいしい米づくりに今後
も取り組んでほしい」と受賞報告に訪れた
生徒たちを激励しました。

問 教育課　学校教育係　内線4117

紹　介
Topics

Let's enjoy learning English together!

新しいＡＬＴ(外国語指導助手)が仲間入りしました！

ＡＬＴ ( 外国語指導助手 ) として、新たにホーン・ジョン・パトリックが着任しました。

H
ホ ー ン

ONE　J
ジ ョ ン

OHN　P
パ ト リ ッ ク

ATRICK
通　称　ジョン
出身地　アイルランド共和国
趣　味　サッカー、ハイキング、読書、言語学
抱　負
　ドニゴールという、鬼北町みたいな町で育ちました。アイルランドに
は “ 見知らぬ人は、まだ会ったことのない友達です ” という格言があり
ます。新しい町で、たくさんの友達ができることを楽しみにしています。
どうぞよろしくお願いします。
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Kihoku’s News

問 農林課　農政係　内線2433

最後の清流四万十川を守るお米

自然環境米「鬼北のせせらぎ」販売開始
お知らせ
info

　12 月 27 日、自然環境米「鬼北のせせらぎ」の販売が
開始されました。
　広見川等農業排水対策協議会では、代かき後の水田
に散布することで、濁りを早く抑える効果のある「石
こう資材」の効果実証を、平成 31 年から開始。ゴール
デンウィーク時期に、愛媛県からの農業濁水が高知県の
四万十川に流れ込み、景観を悪くしているなどの問題に
取り組んできました。このたび、石こう資材の効果が確
認できたことから、令和４年に実証圃場で作付けしたお
米を「鬼北のせせらぎ」のブランド名で販売を開始。道
の駅広見森の三角ぼうしで、600 円／ kg で販売されてい
るほか、宇和島市・鬼北町のふるさと納税返礼品として
も登録されており、自然環境に配慮した米づくりが、今
後ますます広がることが期待されます。

問 企画振興課　地域活力創出係　内線2211

地域課題の解決に共同で取り組みます

新居浜工業高等専門学校と鬼北町との包括連携協定調印式
お知らせ
info

　12 月 22 日、新居浜工業高等専門学校と鬼北町
との包括連携協定調印式が、中央公民館で行われ
ました。
　町が「鬼北町農林業政策アドバイザー」を委嘱
している和気仁志氏（独立行政法人国立高等専門
学校機構・本部事務局）を中心に協議・検討を重ね、
下記の項目を軸とした包括連携協定を締結。農林
業分野に限らず、地域課題の解決や住民サービス
の向上に向けて、鬼北町と新居浜高専が共同で取
り組み、活力ある個性豊かな地域社会の形成・発
展を目指すこととしました。
包括連携協定に基づく連携事項
１　産業および地域の活性化に関すること
２　人材の育成に関すること
３　教育・文化の振興に関すること
４　その他本協定の目的を達成するために
連携協力が必要な事項に関すること

入札日 工事名 場所 工事概要
落札業者

主管課
落札額（税抜）

11/18 史跡等妙寺旧境内ガイダンス施設建設工事（展示工事） 中野川 ガイダンス施設内装仕上げ展示
工事

㈱トリアド工房
教育課

50,890,000

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

▲高専の学生が提案した「鬼北の微生物による地域活性化」

左：「鬼北のせせらぎ」を生産する、有田豊史さん＝東仲＝
右：「三間のせせらぎ」を生産する、渡辺吉男さん＝三間町＝
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まちのお知らせ

問 農林課　農政係　内線2433

お知らせ
info 野菜・果樹用肥料の高騰対策支援事業について

１　補助対象者
・個人：町内に住所を有する方　　・法人：町内に主たる事務所を有する方
・町税等を滞納していない方
・令和 4年中に 15 万円以上の野菜または果樹の販売実績がある方
２　補助概要
・令和４年１月～ 12 月に購入した野菜・果樹用肥料の購入費の１／５以内
※肥料は、野菜、果樹に使用した「肥料の品質の確保等に関する法律」（肥料法）に基づき、登録
または届出されたもの。
※農協や肥料販売店を通じて、国事業「肥料価格高騰対策事業費補助金」を申請された方は、補
助対象月を重複した申請はできません。

３　申請書類の取得先および提出先
　農林課、日吉支所、最寄りの公民館
４　申込期限
　令和５年２月 10 日（金）

問 町民生活課　課税管理係　内線2121

お知らせ
info 軽自動車の新制度について

国の事業 町補助金の対象となる期間
秋肥分の申請をされた方

（令和４年６月～10月購入分）
令和４年１月～５月購入分
令和４年11月～ 12月購入分

春肥部分の申請をされた方
（令和４年11月～令和５年５月購入分） 令和４年１月～10月購入分

秋肥分および春肥分の申請をされた方
（令和４年６月～令和５年５月購入分） 令和４年１月～５月購入分

軽JNKS(軽自動車納付確認システム)について
　令和５年１月４日より開始の軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)により、継続検査窓口での納
税証明書の提示が原則不要となります。
　※250cc以下の二輪車については対象外です。
次のようなケースは、紙の納税証明書が必要になる場合があります。
・納付した直後のため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
・中古車の購入直後の場合
・他の市区町村へ引っ越した直後の場合
・対象車両に過去の未納がある場合
※軽JNKSへの納付情報登録に相応の日数を要する場合があるため、車検でお急ぎの際は早めの納
付をお願いします。

軽OSS(軽自動車ワンストップサービス)について
　令和５年１月４日より開始の軽OSS(軽自動車ワンストップサービス)により、軽自動車の新車を購
入した際に、インターネットで申請、申告、納付の各種手続きが行えます。軽OSSは24時間365日い
つでもパソコンからインターネットで行えるようになるため、手続きのために行政窓口に出向く必
要がありません。
・250cc以下の二輪車・小型特殊自動車は軽OSSの対象外です。
・スマートフォンやタブレットからの申請はできません。
※軽OSSを利用するためには、パソコン、電子証明書(マイナンバー等)、ICカードリーダ等の準備
が必要です。
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問 ねんりんピック推進室　ねんりんピック推進係　内線3600

　ねんりんピックは、スポーツや文化の種目を行うだけでなく、「健康長寿」をテーマに各会場にお
いて健康関連イベントが実施される予定です。当町でも「健康づくり教室」と題して、健康相談や
体力測定、あるいは医療機器を用いた健康測定を実施予定です。皆さんの健康保持増進を手助けで
きるよう計画を進めていますので、ご来場の際はぜひお立ち寄りください。
　次に、令和４年 11 月６日（日）に開催しましたリハーサル大会の結果をご報告いたします。

鬼北町実行委員会より

問 県後期高齢者医療広域連合　☎089-911-7733（後期高齢者医療制度加入の方）
問 町民生活課　保険年金係　内線2114（国民健康保険加入の方）

医療費通知が医療費控除申告に活用できますお知らせ
info

○参加チーム数：48チーム
　【香川県３チーム、高知県１チーム、愛媛県43チーム（内、鬼北町職員19チーム）】
○おもてなしイベント：鬼北きじ汁の提供（鬼北町商工会）
○物品販売コーナー：特産品等の販売（森の三角ぼうし、日吉夢産地）
○その他：無料飲料の提供、観光案内の開設、健康づくり教室の実施など
★大会成績
　優　勝：高知ベアーズ（高知県）
　準優勝：鬼北・日吉（愛媛県鬼北町）【上田敏彦、伊野道利、宮本芳春】
　第３位：トヨタハイエース（香川県）
　第３位：伊方川永田・中野（愛媛県伊方町）

　リハーサル大会を検証して、本大会に向けて更に準備を進めていきます。
　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。

　健康や医療費に対する意識を高めていただくため、後期高齢者医療保険制度及び国民健康保険の
加入者には、医療費通知（医療費の明細を記載したもの）を定期的に送付しています。この医療費
通知を添付することで、確定申告の「医療費控除」を申告する際に必要な「医療費控除の明細書」
の記入を簡略化することができます。医療費通知の取り扱いは、制度によって異なりますので、下
表を参考にしてください。

（注意事項）
○医療費通知の到着前に確定申告を行う場合は、医療機関が発行した領収書に基づき申告してくだ
さい。医療費通知に記載されていない医療費や、保険外負担された医療費がある場合も領収書に
基づき申告してください。
○医療費通知の額と領収書の額が異なる場合があります。これは、審査の結果や端数処理によるも
のです。
○高額療養費などで補てんされる金額（高額療養費、子ども医療費、福祉医療費、生命保険等）は
対象外ですので、実際にお支払いになった金額に訂正して申告してください。
○確定申告に関することは、国税庁のホームページをご確認いただくか、税務署にお問い合わせく
ださい。

区分 後期高齢者医療保険 国民健康保険

通
知
書
発
送
の
時
期

診療月 発送月 診療月 発送月

令和４年１月～
令和４年10月

令和５年１月下旬～
２月上旬予定

令和４年１月～２月 令和４年４月
令和４年３月～４月 令和４年６月
令和４年５月～６月 令和４年８月
令和４年７月～８月 令和４年10月

令和４年 11月・12月診療分については、医療機
関が発行する領収書をご使用ください。

令和４年９月～10月 令和４年12月
令和４年11月～ 12月 令和 5年２月下旬予定
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