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児童手当受給者は現況届の
手続きを忘れずに

農業者年金現況届の提出について

６月は︑
農業者年金受給権者現況届の提出月です︒
児童手当の支給を受けている方は︑毎年６月１日 該当の方には︑農業者年金基金より現況届が送付さ
から６月 日までの間に﹁現況届﹂を提出すること れます︒現況届は︑必ず６月 日︵月︶までに農業
委員会へ提出してください︒
になっています︒
期限内に提出されないときは︑ 月の支払いから
この届出は︑児童手当を受給されている方の前年
の所得状況と６月１日現在における児童養育の状況 提出されるまでの間︑年金の支払いが差し止められ
を確認し︑引き続き手当てを受ける用件があるかど ますのでご注意ください︒
現況届の提出方法等についてご不明な点は︑農業
うか審査するために提出していただく︑大切な手続
委員会までお問い合わせください︒
きです︒
この届出の提出がないと︑引き続き受給資格があ
っても６月以降の手当てが受けられなくなりますの ︻問い合わせ先︼
まちづくり推進課 電話
︱３９１６
で︑必ず期限までに次のものを添付して届出をして
ください︒
○国民年金以外の年金に加入している方のみ年金
加入証明書等
○平成 年１月１日現在︑本山町に住所がなかっ
た方のみ︑前住所地の市区町村が発行する﹁児
童手当用の証明書﹂

︱２１１３
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交通安全協会本山支部では︑６月 日︵月︶から
免許証更新の際に安全協会に入会していただける方
に限り写真をサービスで撮影します︒
交通安全協会本山支部は皆様の会費により支えら
れておりますので︑入会のご協力をお願いします︒

交通安全協会本山支部よりお知らせ
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第４回町民陸上記録会の開催について
競技大会ではなく現在の個人記録を測るので︑日
頃運動されている方もされていない方もお気軽にご
参加下さい︒
開催日
受 付
場 所
参加資格

６月 日︵火︶
雨天の場合 ６月 日︵水︶
午後６時 分〜
帰全の森グラウンド
︵旧本山中グラウンド︶
小学生以上
※ただし小学生は保護者同伴

︻問い合わせ先︼
住民生活課 電話

種 目

︱２０８４

︻問い合わせ先︼
交通安全協会本山支部 電話

免許証更新手続きの際に持参いただくもの
○﹁運転免許証﹂
○﹁更新連絡書﹂
︵公安委員会から通知︶
○﹁高齢者講習終了証明書﹂
︵ 歳以上の方︶
○﹁手数料﹂
︵更新連絡書に記載︶
○﹁交通安全協会費﹂
︵年間５００円 免
×許証の有効年数︶

16

30

20

第 ７４５号

ｍ走・走り幅跳び・ボール投げ
※なお︑現在︑手当を受給されている方には︑役場
・持久走
から現況届の用紙等を送付いたします︒詳しいこ
※全競技をする必要はありません︒
とは︑お問い合わせください︒
出来る競技を選んでかまいません︒
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その他
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当日ケガをされた場合︑主催者が申
し込む保険以外は一切責任を負えま
せんのでご了承ください︒

︻問い合わせ先︼
中央公民館 電話
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﹁地域ミニデイサポーター養成教室﹂
〜寝たきり・認知症にならないために〜

※運動のできる服装で参加してください︒
※内容については変更になることがあります︒

６月の年金相談の時間延長と
休日年金相談について

各種教室開催についてお知らせ
○ヨガ教室の開催について
開催日
月９日︵月︶
︑ 月 日︵月︶
時 間 午後７時 分〜９時
場 所 プラチナセンターふれあいホール
参加費 ５００円︵当日持参下さい︶
23

○ピンポン教室の開催について
開催日
月 日︵火︶
︑ 月 日︵火︶
時 間 午後７時 分〜
場 所 本山小学校体育館
参加費 ２００円︵当日持参下さい︶

︱２０８４

︻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

○グラウンドゴルフ教室の開催について
開催日
月 日︵火︶
︑ 月 日︵火︶
受 付 午後６時 分〜
場 所 本山小学校グラウンド
参加費 無 料
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の開催について

﹁ねんきん特別便﹂の送付に伴い県下各社会保険事
務所の︑６月の年金相談日については︑左記のとお
りです︒

参加費
無料
時 間
午後１時 分〜
現在︑町内の各地域で地域ミニデイを開催し︑介
会 場
プラチナセンター
護予防を目的に﹁いきいき百歳体操﹂を実施してい
申込期限 ６月 日︵水︶
ます︒誰でも気軽に体操やミニデイに係わるために
サポーターの養成教室を計画しました︒自分の健康
︻問い合わせ・申込先︼
づくりと交流の場として役立てて下さい︒
社会福祉協議会 電話
︱２３１２
全日程の参加が基本ですが︑都合のつく日のみの
参加でもかまいません︒
日程・内容
第１回 ７月１日︵火︶
・講義﹁介護予防の基本理解﹂
・体操実技
第２回 ７月３日︵木︶
・講義﹁高齢者のトレーニングの効果﹂
・体操実技
・体験︵重りの付け外し方など︶
第３回 ７月９日︵水︶
・かみかみ百歳体操
・高齢者の食事
・講義﹁介護保険の現状﹂
第４回 ７月 日︵金︶
・地域の活動状況について
・ミニデイ事業説明
・体操実技
第５回 ７月 日︵月︶
・体操実技
・おもりの紹介
・サポーターの役割と活動
・修了証書授与
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︻問い合わせ先︼
中央公民館 電話

※６月 日︵土︶
︑６月 日︵日︶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
全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
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五︑家賃︑敷金等︑
○申込方法
家 賃 ９︐２００円〜
役場総務課備付﹁本山町営住宅申込書﹂に必要
︵所得月額より算定します︶
事項を記入し︑同居しようとする親族全員の住
敷 金 家賃３ヵ月分
民票︑所得金額の証明書︵平成 年分源泉徴収
その他 浄化槽管理費用あり
票の写し等︶を添付して︑役場総務課へ提出し
て下さい︒
○公営住宅入居者の資格
・居住する住宅に困窮していることが明らかな者
○申し込み期限 ６月 日︵金︶まで
で︑現に同居し︑又は同居しようとする親族が
ある者︒
︻問い合わせ先︼
・所得月額が 万円以下であること︒
︵但し︑高
総務課 電話
︱２２２３
齢者︑障害者又は災害による場合は 万８千円
以下︶所得月額の計算方法については︑所得の
種類︑家族構成等により異なりますので︑詳細
高知地方裁判所民事・家事相談の
は︑お問い合わせ下さい︒
実施について
・税等の滞納がないこと︒
・暴力団員でないこと︒
２．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︒

相談日 ６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︒

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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町有地の売却のお知らせ
○公売物件
・所在地 本山町本山字野々田２９８番地
・区 分 土地
・地 目 宅地
・面 積 実測 ４７０．０１㎡
・最低売却価格 ３︐０００千円
○公売の方法 一般競争入札による
○現場説明の日時及び場所
・日 時 ７月４日︵金︶午前 時
・場 所 役場２階 第１会議室
○入札の日時及び場所
・日 時 ７月４日︵金︶午前 時
・場 所 役場２階 第１会議室

︱２２２３

※現場説明の日時︑入札参加申込書︑入札保証金等
詳しいことについてはお問い合わせください︒
︻問い合わせ先︼
総務課 電話

本山町営住宅入居者公募のお知らせ
１．本山町公営住宅﹁五区東団地﹂の入居者を次
のとおり公募します
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○一般住宅入居者の資格
︻問い合わせ・事前予約連絡先︼
・居住する住宅に困窮していることが明らかな者︒
総務課 電話
︱２２２３
・税等の滞納がないこと︒
・暴力団員でないこと︒
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一︑住宅の所在地 本山町寺家７１７番地
二︑公募戸数 １戸
三︑間取り 和室︵６畳１室︑４畳半１室︑
３畳１室︶︑台所︑浴室︑トイレ
︵和式汲み取り︶
四︑家賃︑敷金等
家 賃 ５︐０００円
敷 金 家賃３ヵ月分
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一︑住宅の所在地 本山町本山１０４５番地
二︑公募戸数 ３戸︵木造２階建︶
三︑１戸あたり床面積
約 平方メートル
四︑間取り 和室︵６畳２室︶
︑洋室︵６畳１室︶
ＤＫ︵約８畳︶
︑浴室︑トイレ︵洋
式水洗︶他
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