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本山町営住宅入居者公募のお知らせ

可燃ごみ収集用有料指定袋︵土佐町・本山
町適用︶の希望小売価格提示について

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
編 集 ・ 発 行 本山 町 役場
可燃ごみ収集用有料指定袋︵以下指定袋という︶
二︑公募戸数 １戸︵木造２階建︶
制度導入から２年が過ぎました︒
︻ 隔週 水 曜日 発行 ︼
三︑１戸あたり床面積 約 平方メートル
その間︑可燃ごみの収集量は︑平成 年度では土
四︑間取り 和室︵６畳２室︶︑洋室︵６畳１室︶︑ 佐町 ％︑本山町 ％減量︵平成 年度比︶であ
ＬＤＫ︵約 畳︶︑浴室︑トイレ︵洋 り︑平成 年度も同水準の減量が予測されています︒
身体障害者等にかかる
式水洗︶︑物置︑駐車場有り
この制度は︑ごみ減量化と資源リサイクルの推進
五︑家賃︑敷金等︑
軽自動車税の減免申請
を目的としていますが︑
皆様のご協力によりまして︑
家 賃 ３０︐０００円
一定の効果があらわれたものと御礼申し上げます︒
敷 金 ９０︐０００円
〜身障者の軽自動車税が減免になります〜
共益費 浄化槽の維持管理費︑環境維持費
さて︑嶺北広域では︑住民負担統一化を図るため
等負担有り
身体障害者本人が運転する軽自動車および生計を
に希望小売価格を提示することと決定しました︒
同一にする人が運転し︑
もっぱら身体障害者の通院︑ ○特定公共賃貸住宅入居者の資格
その内容は
・所得が 万８千円以上 万９千円以下で︑自
または生業のために使用する場合︑身体障害者︑精
大袋
円／枚・税込み︵参考価格︶
ら居住するため住宅を必要とする者のうち︑現
神薄弱者または精神障害者等︵単身で生活する人に
通常販売は６００円／ 枚︵税込み︶
に同居し︑又は同居しようとする親族がある者
限る︶を常時介護する人が運転する軽自動車税が減
小袋
円／枚・税込み︵参考価格︶
︵但し︑法に定められた居住の安定を図る必要
免されます︒
通常販売は４００円／ 枚︵税込み︶
がある者については︑上限が 万７千円以下と
とするものです︒
する︒︶所得とは︑控除後の金額︵１ヶ月分︶
軽自動車税減免申請は︑４月 日︵木︶までに
で家族構成によっても異なりますので︑詳細は
なお︑ご不明な点につきましては︑嶺北広域行政
問い合わせてください︒
①車検証 ②運転免許証 ③障害者手帳
事務組合までお問い合わせ下さい︒
・税等の滞納がないこと︒
④印鑑 ⑤納税通知書
・暴力団員でないこと︒
を持参し︑住民生活課税務班で手続きを行ってく
︻問い合わせ先︼
○申込方法
ださい︒
嶺北広域行政事務組合 電話
︱３１７７
役場総務課備付﹁本山町賃貸住宅使用許可申請
なお︑障害区分や級によって該当しない場合があ
書﹂に必要事項を記入し︑世帯全員の住民票︑所
りますので︑事前にお問い合わせください︒
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︒
︻問い合わせ先︼
○申し込み期限 ４月 日︵水︶まで
住民生活課 電話
︱２１１５
︻問い合わせ先︼
総務課 電話
︱２２２３

本山町行政連絡
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◎県下全社会保険事務所で受付時間を午後7 時まで延長
◎実施事務所：高知東社会保険事務所・高知西社会保険事務所
南国社会保険事務所・幡多社会保険事務所

◎休日の年金相談（受付時間は、午前9 時30 分から午後4 時まで）
◎実施事務所：高知東社会保険事務所・高知西社会保険事務所
南国社会保険事務所・幡多社会保険事務所

県立農業大学校で農業機械研修を
開催します

交通事故や労働災害による死亡事故が減少する中︑
農作業による事故は増加しています︒この研修は︑実

演・実習を主体とした農業の現場で役立つ内容となっ
ています︒
特に基本に忠実で安全な農業機械の操作と
メンテナンス技術が習得できます︒

１︑日 時 ４月 日︵水︶
︑ 日︵木︶
午前９時 分〜午後４時
２︑場 所 高岡郡四万十町黒石６６５
農業大学校研修課窪川アグリ体験塾
３︑対象者 就農希望者・新規就農者
一般農業者・農業関係団体職員
４︑内 容
︿４月 日﹀
農作業安全︑トラクターの仕組み・操
作・メンテナンス︑土を寄せない効率的
な耕耘方法︑作業機の装着交換
︿４月 日﹀
刈り払い機の操作・メンテナンス︑２サ
イクルエンジンのかからない時の対処
方法︑刈り払い機の安全な使い方︑管理
機の仕組み・操作・メンテナンス
５︑受講料 無料
６︑定 員
名程度︵申し込み順で受付︶
※電話で受講決定をお知らせします
７︑参加申込
４月 日︵水︶までに︑役場まちづくり推
進課・産業振興班に備えている
﹁受講申込み書﹂
にてＦＡＸまたは郵送でお申し込みください

２２

３０

︻問い合わせ先︼
高岡郡四万十町黒石６６５
高知県農業大学校研修課 窪川アグリ体験塾
電 話 ０８８０︱２４︱０００７
ＦＡＸ ０８８０︱２４︱１２７２
まちづくり推進課 電話
︱３９１６

２２

英会話教室の開催について

︱２０８４

開催日 ４月８日︵水︶
︑４月 日︵水︶
時 間 午後７時〜９時
場 所 プラチナセンター研修室
︻問い合わせ先︼
中央公民館 電話

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︒

相談日 ４月 日︵金︶
相談時間は︑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
※ 日︵火︶の午後６時以降はオンラインシステ
です︒
ムの一部のみの稼動になりますので次のようにな
ります︒
︻事前予約連絡先︼
①受給者
全ての相談に対し後日回答
総務課 電話
︱２２２３
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

６

２２

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

４月の年金相談の時間延長と
休日年金相談について

金

﹁ねんきん特別便﹂の送付に伴い県下各社会保険事
務所の︑４月の年金相談日は︑次のとおりです︒

木

２３

７６

１７

７６

２３

水
火
月
日

︻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

３０
３０

１５

５

７６

１５
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７６

１０

時

１２

毎月第３木曜日は行政相談の日です

２３

本山町担当の行政相談員が︑本年４月１日付けで
横山昭彦さんから曽我部巧さん︵二区︶に交代とな
ります︒
行政相談員は︑国︑県︑市町村が行っている仕事
に対する住民の皆さんからの苦情や意見・要望を受
け︑その解決や実現のお手伝いをしています︒
相談は︑委員の自宅で受け付けるほか︑毎月第３
木曜日に町役場で定期的に開催される行政相談所で
も受け付けています︒ぜひ︑お気軽にご相談下さい︒

○と き ４月 日︵木︶
※４月のみ第４木曜日 午前 時〜午後
○ところ 本山町役場 応接室
○問い合わせ先
自宅／本山町本山３１６番地
︵電話
︱２６８７︶

無料法律相談会開催のお知らせ

○行事名
無料法律相談会
○日 時
５月１日︵金︶
午後１時〜午後４時まで受付
○場 所
高知市本町五丁目３︱
高知共済会館 ３階金鵄︵大ホール︶
○共催機関 高知弁護士会︑高知地方法務局︑
高知地方・家庭裁判所
○問い合わせ先
高知地方・家庭裁判所事務局 総務課庶務係
電話 ０８８︱８２２︱０５７６
︵内線 ６０７又は６０８︶

２０
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「韓国文化理解講座」の開催について
第２回目の韓国文化講座は韓国定番料理の美味しいビビンバ（비빔밥）作りです。
ビビンバとは豊富な具が魅力のかき混ぜごはん。「ピビン」は混ぜる、
「パブ」はごはんの意味で、直訳すれ
ば「混ぜごはん」
。その名のとおり、ごはんと盛りつけられた具を、よくスプーンで混ぜ合わせてから食べる
のがピビンバです。
皆さん、一度は試食したことのある韓国料理だと思いますが、今回は是非一緒に作ってみませんか？
Lesson ２「韓国料理を作ってみよう！」Part 1
日 時：
４月２５日（土）
午前１０時〜午後１時
場 所：
プラチナセンター 調理室
参加費：
￥４００
講 師：
国際交流員（ＣＩＲ）ゴンドウ・カエデ
参加者数：
先着１０名
＊＊＊エプロンとどんぶりをお持ちください＊＊＊
【問い合わせ先】
教育委員会 電話 ７６―３９１３

自衛官募集について
１８歳以上２７歳未満の男女
日本国籍を有する者

受 付

自衛隊幹部候補生（一般・技術・歯科・薬剤）
２０歳以上２６歳未満の男女
※２２歳未満の者は大卒（見込み含む）
※大学院卒は２８歳、薬剤は２６歳、歯科は３０歳未満
４月１日（水）〜５月１２日（火）

試験会場

高知市内（１次試験）

高知市内

試験日

５月１６日（土）〜５月１７日（日）

種 目
資 格

内 容

一般曹候補生

４月上旬

５月２３日（日）
入隊後２年９ヵ月経過以降選考により３等陸・
幹部候補生として、約１年の過程を経て、３尉(修士課程
海・空曹に昇任し、永年勤続への早道。多彩の職
修了者は２慰)に任命され、幹部自衛官として活躍します。
種があります。
【問い合わせ先】
自衛隊高知地方協力本部高知募集案内所
電話 ０８８−８２３−２００６
ホームページ http://www.mod.go.jp/pco/kochi/
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