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二︑公募戸数 １戸
二︑公募戸数 １戸
︵鉄筋コンクリート造︶
三︑間取り 和室︵６畳１室︑４畳半１室︑３畳
三︑１戸あたり床面積
１室︶︑台所︑浴室︑トイレ︵和式
編 集 ・発 行 本山 町役 場
約 平方メートル
汲み取り︶
︻ 隔週 水曜 日発 行︼
四︑間取り 和室︵６畳２室︶︑洋室︵４畳半
四︑家賃︑敷金等
１室︶︑ＤＫ︵６畳︶︑浴室︑
家 賃 ５︐０００円
トイレ︵和式 水洗︶他
敷 金 家賃３ヵ月分
本山町営住宅入居者公募のお知らせ
五︑家賃︑敷金等
○一般住宅入居者の資格
家 賃 １３︐９００円〜
・居住する住宅に困窮していることが明らかな者
︵所得月額より算定します︶
１．本山町公営住宅﹁五区東団地﹂の入居者を
・税等の滞納がないこと︒
敷 金 家賃３ヵ月分
次のとおり公募します
・暴力団員でないこと︒
共益費 浄化槽及び街灯管理費用等あり
︵自治会が集金します︶
一︑住宅の所在地
○申込方法
本山町本山１０４５番地
役場総務課備付﹁本山町営住宅申込書﹂に必要
○公営住宅入居者の資格
二︑公募戸数 ３戸︵木造︶
事項を記入し︑同居しようとする親族全員の住
・居住する住宅に困窮していることが明らかな
三︑１戸あたり床面積
民票︑所得金額の証明書︵平成 年分源泉徴収
者で︑現に同居し︑又は同居しようとする親
約 平方メートル
票の写し等︶を添付して︑役場総務課へ提出し
族がある者
四︑間取り 和室︵６畳２室︶︑洋室︵６畳１室︶︑
て下さい︒
・所得月額が 万円以下であること︒︵但し︑
ＤＫ︵約８畳︶︑浴室︑トイレ
高齢者︑障害者又は災害による場合は 万８
︵洋式水洗︶他
○申し込み期限 ５月 日︵木︶まで
千円以下︶所得月額の計算方法については︑
五︑家賃︑敷金等︑
所得の種類︑家族構成等により異なりますの
家 賃 ９︐２００円〜
︻問い合わせ先︼
で︑詳細は︑お問い合わせ下さい︒
︵所得月額より算定します︶
総務課 電話
︱２２２３
・税等の滞納がないこと︒
敷 金 家賃３ヵ月分
・暴力団員でないこと︒
その他 浄化槽管理費用あり
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一︑住宅の所在地
本山町本山３３６番地

２．本山町公営住宅﹁野々田団地﹂の入居者を
次のとおり公募します︒

７４

５５

２６

一︑住宅の所在地
本山町寺家７１７番地

３．本山町一般住宅﹁寺家谷田住宅﹂の入居者を
次のとおり公募します︒

２０

７６

２２

１９

平成

年度本山町農業研修生を
引き続き募集します

町内外を問わず新たに就農を志す人材を確保・
育成し︑将来は本山町に定住する農業後継者の増
加を目指して︑
次のとおり農業研修生を募集します︒

１．募集人員・研修期間及び助成金
募集人員：１名
研修期間：６ヶ月以上〜最長２年間
助 成 金：月額上限 万円

郵便で請求する場合は︑農業委員会事務局ま
でご連絡ください︒︺

年金相談の時間延長と
休日年金相談について

本山町ホームページ
﹁ねんきん特別便﹂の送付にともない県下各社会
http://www.town.motoyama.kochi.jp/ 保険事務所は︑５月の年金相談日については︑左
記のとおりです︒

５．問い合わせ先
農業委員会︵担い手協議会事務局︶
電話
︱３９１６

戦没者慰霊巡拝について
次の地域で︑戦没者の方を対象に慰霊巡拝が行
われます︒
①対象地域：旧ソ連・中国東北地区・フィリピン・
パラオ諸島・マーシャル・ギルバー
ト諸島・東部ニューギニア・インド
ネシア・ビスマーク・ソロモン諸島・
ミャンマー・硫黄島

５月 日︵土︶︑５月 日︵日︶︑５月 日
︵土︶については︑新たに追加した休日開庁日の
ため次の様になります︒
①受 給 者：すべての相談に対し後日回答
②被保険者：事業所名称を鍵とした検索が必要と
なる場合は後日回答になります︒

31

２．応募資格
①農業技術の習得を目的として︑本山町認定農
業者のもとで働く者であり︑６ヶ月以上継続
して研修を受ける意志のある者
②研修終了後に本山町内で引き続いて就農する
者
③ 歳以上概ね 歳までの者

３．出願手続き
︵１︶応募受付期間
事務局までお問い合わせください︒

②選考基準：健康状態が良好で︑原則として 歳
以下の方︵当該戦域を一度も訪れた
ことがない方を優先︶
③巡拝地域︑実施時期︑所要経費などの詳しいこ
とは︑お問い合わせ下さい︒

︻問い合わせ先︼
南国社会保険事務所
電話 ０８８︱８６４︱１１１１
住民生活課 電話
︱２１１３

24

10

︵２︶提出書類及び応募方法
﹃農業研修申込書﹄﹃誓約書﹄﹃履歴書﹄
﹃農業研修生申込み動機等について﹄各１通
※郵送の場合は︑封筒の表に﹁本山町農業研
修申込﹂と朱書し︑書留とする︒

︻問い合わせ先︼
県庁保健福祉課
電話 ０８８︱８２３︱９６６２
住民生活課 電話
︱２１１３
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︵３︶申込書の配布
申込書の用紙及び募集案内は︑農業委員会事
務局・高知県農業会議で配布します︒︹町ホ
ームページに︑申込様式を掲載しています︒
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︱２０８４

飲酒運転根絶

日キャンペーン実施中

飲酒運転について︑その危険性から厳罰化がな
され全国的に根絶に向けた取り組みが行なわれて
います︒しかし︑高知県では︑飲酒運転を伴う交
通死亡事故が厳罰化以降も増加しているのが現状
です︒
このような情勢を受け︑ただいま高知県では︑
平成 年４月 日から７月９日までの 日間︑
﹁飲酒運転根絶 日キャンペーン﹂を実施してい
ます︒
﹃飲んだら乗らない﹄﹃乗る人に飲ませない﹄
﹃飲んだ人に車を貸さない﹄﹃飲んだ人の車に同
乗しない﹄という基本的なルールを厳守し︑飲酒
運転のない社会の実現に向けて取り組んでいきま
しょう︒

80

︱２２２３

80

お 名 前
森 文次
髙橋 勘一

世 帯 主
本
人
本
人

年齢
歳
歳

人口総数４︐１００人
男 １︐９６１人 女 ２︐１３９人
︵前月比
人増︶
世 帯 数 １︐９４７世帯︵前月比
世帯増︶
前年度４月末現在人口 ４︐１３９人
出生 ０人 ︵男 ０人 女 ０人︶
死亡 ２人 ︵男 ２人 女 ０人︶

︻窓口便り 四月末︼

︻問い合わせ先︼
交通安全町民会議 電話

80 21

グラウンドゴルフ教室の開催について

高知地方裁判所職員による﹁民事・家事相談﹂
を実施しますので︑日頃より心配事や悩み事があ
りましたら︑この機会に民事・家事相談を受けて
ください︒
なお︑相談は事前予約制︵相談日の１週間前ま
で︶となっていますので︑当日の飛び込みによる
相談は受けられません︒
必ず︑電話等で予約を入れてください︒
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もとやま元気クラブの教室開催について

４月 日に設立しました﹁もとやま元気クラブ﹂ 毎年５月〜 月に開催をしていますグラウンド
主催の教室が５月から始まります︒
ゴルフ教室ですが今年からは９月までの開催とな
スポーツ・レク初心者の方でも大丈夫です︒
ります︒
奮ってご参加下さい︒
開催日
５月 日︵火︶
１．ヨガ教室
５月 日︵火︶
開催日
５月 日︵土︶
開催場所 本山小学校グラウンド
５月 日︵土︶
受付
午後６時 分〜
※５月 日︵土︶は断酒学校が
開始
午後７時 分〜
あるため延期します
時 間
午後７時 分〜午後９時 分
︻問い合わせ先︼
※５月から開始時間が遅くなり
中央公民館 電話
︱２０８４
ました
不二ヨーガ愛好会 小田 雅章氏
高知地方裁判所民事・家事相談の
５００円
実施について
00

２．ピンポン教室
開催日
５月 日︵火︶
５月 日︵火︶
開催場所 本山小学校体育館
※会場の都合によりスポーツセン
ターになる場合があります︒
午後７時〜午後９時
２００円
時 間
参加費

講 師
参加費

24

︻問い合わせ先︼
中央公民館 電話

相談日 ５月 日︵金︶
相談時間はいずれも︑午後１時より
午後３時 分まで︒
１組あたりの相談時間は 分です︒
30

地 区
一 区
吉 野

21 25

00 30
76

︻問い合わせ・事前予約連絡先︼
総務課 電話
︱２２２３
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