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年末年始の交通安全運動について

第 ７５８号

ない運動﹂や︑暴走を﹁しない﹂
﹁させない﹂
﹁見
に行かない﹂運動を徹底し︑家庭︑職場︑地域で
飲酒・暴走運転を許さない環境づくりを進めまし
ょう︒
﹃自転車の安全利用の促進﹄
自転車も軽車両であることを認識し︑信号無視
や一時停止違反など交通ルールを無視した危険な
運転はせず︑無灯火運転・二人乗り・傘差し運転・
運転中の携帯電話使用は絶対に止めましょう︒ま

町有地の売却のお知らせ

○公売物件
・所在地 本山町本山字南土居３９８番地
・区分 土地
・地目 宅地
・面積 実測 ２３７．１８㎡
・最低売却価格 公表しない

○公売の方法 一般競争入札による

た︑家庭や地域でも︑その危険性・迷惑性を再認
月 日︵水︶〜平成 年１月９日︵金︶まで︑
○現場説明の日時及び場所
識するよう取り組みを進めましょう︒
０時
年末年始の交通安全運動が実施されます︒年末年始
・日時 平成 年１月 日︵火︶午前１
は︑飲酒の機会が多くなることや交通量の増加など
・場所 役場２階 第１会議室
を原因とし︑交通事故の多発が予想されることから︑ ︻問い合わせ先︼
本山町交通安全町民会議 電話
︱２２２３
町民一人ひとりが交通安全に対する意識を高め︑交
○入札の日時及び場所
１
通ルールを守り︑正しい交通マナーを実践し︑安全
・日時 平成 年１月 日︵火︶午前１時
で安心な人にやさしい交通環境をつくることにより︑
・場所 役場２階 第１会議室
農業委員会委員選挙人名簿登載申請書の
交通事故を防止することを目的とします︒
配布と回収のお知らせ
※入札参加申込書︑入札保証金等詳しいことにつ
○運動の基本
いては︑お問い合わせください︒
なお︑
﹁本山町ホームページ﹂にも掲載していま
︻高知の交通マナーを高めよう︼
月下旬から 月上旬にかけて︑地区農業委員︑
すので︑ご覧ください︒
寺家・吉野地区については区長が︑農業委員会委員選
﹃高齢者の交通事故防止﹄
挙人名簿登載申請書の配布と回収にお伺いします︒
高齢歩行者の方は︑道路横断の際は左右の安全
申請書には︑平成 年 月 日現在の状況を︑記 ︻問い合わせ先︼
総務課 電話
︱２２２３
確認を十分行い︑高齢運転者の方は︑健康状態に 載例を参考に記入もれがないようご記入ください︒
気をつけ余裕のある運転を心がけましょう︒
また︑ 農業委員会への提出期限は平成 年 月 日と
まわりの方は高齢者のそばを通行するときには徐 なっていますので︑ご協力をお願いします︒
行するなど思いやりのある運転を実践しましょう︒
︻問い合わせ先︼
農業委員会 電話
３９１６
選挙管理委員会 電話
２１１３︵代︶
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﹃飲酒・暴走運転の根絶﹄
﹁運転するなら酒を飲まない﹂﹁酒を飲んだら運転
しない﹂
﹁運転する人に酒をすすめない﹂
﹁酒を飲
んだ人に運転させない﹂という飲酒運転﹁四︵し︶
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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︑
詳細は︑お問い合わせ下さい︒
・税等の滞納がないこと︒
・暴力団員でないこと︒
○申込方法
役場総務課備付﹁本山町営住宅申込書﹂に必
要事項を記入し︑世帯全員の住民票︑所得金額
の証明︵平成 年分源泉徴収票の写し等︶を添
付して︑総務課へ提出して下さい︒
○申し込み期限 平成 年１月 日︵金︶まで

１

本山町営住宅入居者公募のお知らせ
２．本山町公営住宅﹁五区東団地﹂
一︑住宅の所在地 本山町本山１０４５番地
二︑公募戸数 ２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︶
︑駐車場有り
五︑家賃︑敷金等
家 賃 ９︐０００円〜
︵所得月額により算定︶
敷 金 家賃３ヵ月分
その他 浄化槽管理費用あり

︻問い合わせ先︼
総務課 住宅担当 電話

︱２２２３
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毎月第３金曜日は︑高知地方裁判所
民事・家事相談の実施日です

７６
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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・家事相談を受けて下さい︒
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︒当日の飛び込みによる相談は受け
られませんので︑
必ず電話等で予約を入れて下さい︒

３０ ３０

３．本山町公営住宅﹁上街団地﹂
一︑住宅の所在地 本山町本山３８０番地
二︑公募戸数 １階１戸
︵鉄筋コンクリート造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︵４畳半１
室︶︑ＤＫ︵約６畳︶︑浴室︑トイ
レ︵和式水洗︶
五︑家賃︑敷金等
家 賃 １２︐９００円〜
︵所得月額により算定︶
敷 金 家賃３ヵ月分
共益費 浄化槽及び街灯管理費用等あり

２６

１．本山町特定公共賃貸住宅﹁桜ヶ丘ハイツ﹂
一︑住宅の所在地 本山町本山３４８番地２
二︑公募戸数 １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︶︑
ＬＤＫ︵約 畳︶︑浴室︑トイレ︵洋
式水洗︶︑物置︑駐車場有り
五︑家賃︑敷金等︑
家 賃 ３０︐０００円
敷 金 ９０︐０００円
共益費 浄化槽の維持管理費︑環境維持費
等負担有り
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○相談日
月 日︵金︶
○公営住宅入居者の資格
相談時間は︑午後１時〜午後３時
・居住する住宅に困窮していることが明らかな者
分まで︒１組あたりの相談時間は︑
で︑現に同居し︑又は同居しようとする親族が
分です︒
ある者︒
・所得月額が 万円以下であること︒
︵但し︑高
︻事前予約・問い合わせ先︼
齢者︑障害者又は災害による場合は 万８千円
総務課 電話
︱２２２３
２０

１３
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○特定公共賃貸住宅入居者の資格
・所得が 万円以上 万２︐０００円以下で︑
自ら居住するため住宅を必要とする者のうち︑
現に同居し︑又は同居しようとする親族がある
者︵但し︑法に定められた居住の安定を図る必
要がある者については︑上限が 万円以下とす
る︒︶所得とは︑控除後の金額︵１ヶ月分︶で
家族構成によっても異なりますので︑詳細は問
い合わせて下さい︒
・税等の滞納がないこと︒
・暴力団員でないこと︒
○申込方法
役場総務課備付﹁本山町賃貸住宅使用許可申請
書﹂に必要事項を記入し︑世帯全員の住民票︑所
得金額の証明︵平成 年分源泉徴収票の写し等︶
を添付して︑総務課へ提出して下さい︒
２０

平成 20（2008）年 12 月 17 日（２）
2010 年 6 月 1 日本山町は 100 歳を迎えます

高額療養費︵後期高齢者医療︶の
払い戻し申請について
︵ 日を超える入院をされている方については︑
確認できる領収書が必要です︒
︶

◇入院時食事代の標準負担額︵１食あたり︶
□﹁高額療養費﹂については︑払いもどしの対象と
現役並み所得者
２６０円
なる方に申請書を送ります︒
日までの入院
２６０円
①手続きは初回のみで︑２回目以降は届け出をさ
一
般
過去 ヶ月で 日
２１０円
れている指定の金融機関の口座に振り込まれま
を超える入院
す︒
低所得者Ⅱ
１６０円
②銀行の口座番号や口座の名義人等の変更があっ
低所得者Ⅰ
１００円
た場合には︑届け出をお願いします︒
◎申請時に必要なもの
・被保険者証・認印・口座番号のわかるもの ︻問い合わせ先︼
住民生活課 電話
︱２１１３

◇自己負担限度額︵月額︶

４４︐４００円
２４︐６００円

現役並み
所得者
１２︐０００円
８︐０００円

外来 ＋ 入院
外来︵個人単位︶
︵世帯単位︶
８０︐１００円＋︵医
４４︐４００円 療費︱２６７︐００
０︶ １
×％

一 般
低所得者Ⅱ
１５︐０００円

四国職業能力開発大学校
平成

年度学生募集

国︵厚生労働省所管 独
: 立行政法人 雇用・能力開
発機構︶
が設置した２年又は４年間の工科系大学校で︑
地域産業界に必要な知識・技術者を有し︑技術革新に
対応できる技術者を育成します︒
１．募集学科・定員 生産技術科
名
電子情報技術科
名
住居環境科
名
２．応募資格 高等学校を卒業したもの︵平成 年
３月卒業見込みの者を含む︶
３．入試科目 数学︵数学Ⅰ︶
︑英語︵英語Ⅰ︶
４．願書受付
平成
２１

平成

６．試験地
本校・徳島・愛媛︵松山︶
・高知
７．合格発表 平成 年２月 日︵水︶

２１

時間額 ７３０円
︹平成 年

日改正発効︺

︻問い合わせ先︼
高知労働局 賃金室
電話 ０８８︱８８５︱６０２４

※高知県内の最低賃金は︑このほかに︑高知県最
低賃金︵時間額６３０円︶
︑高知県一般貨物自動
車運送業最低賃金︑高知県道路貨物運送業最低
賃金がありますので︑詳細については高知労働
局賃金室または最寄りの労働基準監督署へお問
い合わせ下さい︒

月

○高知県電子部品・デバイス・電子回路︑電子応
用装置︑映像・音響機械器具製造業最低賃金

高知県電子応用力装置︑電子部品・デバイス製造
業最低賃金が名称変更され︑最低賃金も改正されま
した︒適応される事業︹業種︺に変更はありません︒

〜必ずチェック最低賃金！使用者も労働者も〜

産業別最低賃金改正のお知らせ

︻問い合わせ先︼
〒７６３︱００９３
香川県丸亀市郡家町３２０２番地
四国職業能力開発大学校 学務課
電話 ０８７７︱２４︱６２５５

１８

３０

１２

７６

年１月 日︵火︶〜 日︵木︶
消印有効
年２月５日︵木︶

２０ ３０ ２０

１２

９０

５．試験日

２９

２０

９０

２１

９０

２０

２１

８︐０００円

９０

低所得者Ⅰ

□﹁限度額適用・標準負担額減額認定﹂について
非課税世帯の方は︑入院時自己負担額及び食事代
の減額が適用されます︒
該当される方は︑申請により交付されます︒
①申請をされた日の属する月の初日から有効の
﹁限度額適用・標準負担額減額認定証が交付さ
れます︒
②低所得Ⅱの方で︑ 日を超える入院に該当され
る方は︑さらに食事代の減額が出来ます︒
◎申請時に必要なもの
・被保険者証・認印

２１

平成 20（2008）年 12 月 17 日（３）
2010 年 6 月 1 日本山町は 100 歳を迎えます

2010 年 6 月 1 日本山町は 100 歳を迎えます

平成 20（2008）年 12 月 17 日（４）

定額給付金の給付を
よそおった
「振り込め詐欺」や
「個人情報の詐取」に
ご注意ください。
今般、与党において決定された「定額給付金」については、住民の皆様へのご連絡や給付を行う
段階ではありません。具体的な給付の方法などが決まり次第、速やかに広報いたします。
総務省

「定額給付金」に関して
○市区町村や総務省などがATM（銀行・コンビニなどの現金自動預払機）の操作をお願いするこ
とは、絶対にありません。
○ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
○市区町村や総務省などが、「定額給付金」の給付のために、手数料などの振込を求めることは絶
対にありません。
○現時点で、市区町村や総務省などが住民の皆様の世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報を照
会することは、絶対にありません。
※ご自宅や職場などに市区町村や総務省（の職員）などをかたった電話がかかってきたり、郵便が届
いたら、迷わず、役場や警察署（または警察相談電話（♯ 9110））にご連絡ください。
【問い合わせ先】 本山警察署 電話 ７６−０１１０
住民生活課 電話 ７６−２１１３

