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年度 第二回農業機械研修のご案内
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年度無料調停相談会のお知らせ

高知県立農業大学校研修課
住
所 〒７８６︱００４２
高岡郡四万十町黒石６６５
電
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高知県立農業大学校では︑事故のない安全な作業
と︑農業機械の効率的活用によって円滑な農業経営
を推進するため︑農業大学校研修課職員による﹁農
業機械研修﹂を開催します︒農業機械の操作から仕
業点検︑農作業安全について︑実演・実習を主体と
した現場で役立つ研修内容となっています︒

１ 対象者 就農希望者・新規就農者・一般農業者・ ︵１︶ 民事問題 交通事故︑金銭貸借︑土地・建物︑
公害等
農業関係団体職員
︵２︶ 家事問題 離婚︑財産分与︑子どもの親権︑
２ 日 時
月 日︵水︶〜 日︵木︶
相続︑扶養等
各９時〜 時
色々な問題を︑手軽に︑早く︑安く解決できる
３ 場 所 四万十町黒石６６５ 農業大学校研修
調停制度を活用する方法について相談に応じます︒
課︵窪川アグリ体験塾︶
日 時
月 日︵金︶
４ 研修内容
午前９時 分〜午後４時 分
月 日 農作業安全︑トラクターの仕組み・操
場 所 高知市文化プラザかるぽーと
作・メンテナンス︑土を寄せない効率
２階 小ホール
的な耕耘方法・作業機の装着交換
相談担当者
月 日 刈り払い機の操作・安全な使い方・メ
民事・家事調停委員 人
ンテナンス︑２サイクルエンジンのか
︵弁護士調停委員４人含む︶
からない時の対処方法︑管理機の仕組
主 催 高知調停協会
み・操作・メンテナンス
後 援 高知地方裁判所・高知家庭裁判所
５ 参加及び宿泊等お申し込みについて
役場まちづくり推進課に備えてある﹁農業機械
研修受講申込書﹂
により直接農業大学校研修課へ︑ ︻問い合わせ先︼
高知調停協会連合会事務局
ファックスまたは郵送でお申し込みください︒
︵高知家庭裁判所内︶
お申し込み順に定員まで受付し︑電話で受講決定
電
話 ０８８ー８２２ー０３４０︵
︶
通知を行います︒
直通電話 ０８８ー８７２ー７８８４
６ 定員・受講料
名程度・無料
問い合わせ時間
７ お問い合わせ・申し込み先
毎週月︑水︑金の午前９時〜午後４時
まちづくり推進課 産業振興班
電話
︱３９１６
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園芸用パイプハウス整備の要望調査について
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平成 年以降に園芸用パイプハウスの整備を予
定され︑施設園芸に取り組む予定の人は︑ご連絡を
お願いします︒
ただし︑整備ハウス面積の要件は５ａ以上となっ
ております︒
新規就農者や規模を拡大される人等も参加が可能
となっておりますので︑お気軽にお問い合わせくだ
さい︒
︻問い合わせ先︼ まちづくり推進課
電話
︱３９１６

消費生活講座の開催について

７６

９月１日から消費者庁が設置され︑悪質商法やオ
レオレ詐欺等への対策が進んでいます︒今回︑高知
県消費生活センターより講師をお招きし︑誰にでも
わかりやすい消費生活講座を開催します︒皆様お誘
い合わせの上お越しください︒
日 時
月 日︵水︶午後１時〜
場 所 プラチナセンターふれあいホール
内 容 消費トラブルについて
︻問い合わせ先︼ まちづくり推進課
電話
︱３９１６
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︻法務局のあて先・問い合わせ先︼
〒７８２︱００３３
香美市土佐山田町旭町１丁目４番１０号
高知地方法務局香美支局
電話 ０８８７︱５２︱３０４９
ホームページ
http://www.moj.go.jp/

法務局で取り扱っています供託︵地代・家賃弁済
供託等︶手続きにつきましては︑郵送による申請や
自宅や事務所のパソコンを利用したインターネット
によるオンライン申請が可能です︒
また︑供託金の納付の方法も︑インターネットバ
イキングやペイジーマークのあるＡＴＭを利用して
の納付︵電子納付︶が可能となるなど︑より利用し
やすい制度となっています︒

供託の新しい制度〜オンライン申請・
電子納付について

★法務局からのお知らせ★
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国際交流員
ベンさんの英会話教室の開催お知らせ
１０

国際交流員のベン・バレットさんを講師に︑ 月
より英会話教室を開催します︒日常使える英語など
を楽しくレッスンしてみませんか？多くの皆様の参
加をお待ちしています︒
開催日時
月より毎月 第２・４水曜日
午後７時〜９時
開催場所 プラチナセンター ３階研修室
※なお︑ 月は 日︑ 日の開催となっています︒
︻問い合わせ先︼
プラチナセンター内 中央公民館事務局
電話
︱２０８４
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毎月第３木曜日は行政相談の日です
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
月 日︵木︶ 午前 時〜正午
○ところ 役場一階町民相談室
︵変更になる場合があります︶
○問い合わせ先
行政相談員 曽我部 巧
自宅／本山町本山三一六番地
電話
︱２６８７

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
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︒

３０

米軍機低空飛行情報をお知らせください

本山町では︑米軍機の低空飛行訓練に関する情
報を集めています︒
これは︑危険かつ住民生活に不安や恐怖を与え
る超低空飛行訓練を改めてもらうため︑情報を収
集し︑県︑国を通じて︑アメリカ政府に対し︑改
善を求めるためのものです︒
町内での米軍機の低空飛行訓練に関する左記の
情報をぜひお寄せください︒
一︑日時・場所・方角など確認情報
二︑あなたが被った被害状況
例えば・・・音にびっくりしてけがをした︒
テレビの音が聞こえなかった︒
ペットの犬が怖がった︒
勉強や仕事のじゃまになった︒
など︑どんなことでも構いません︒
︻情報連絡先︼ 総務課 電話
︱２２２３

●高知労働局では︑県内すべての労働者に
適用される﹁高知県最低賃金﹂を改定し︑
月１日から施行することとしました︒
●この決定により︑ 月１日以降分として
労働者に支払う賃金は︑１時間６３１円
以上としなければなりません︒
◎詳細等のお問い合わせ先
高知労働局賃金室
電話 ０８８︱８８５︱６０２４
高知労働基準監督署
電話 ０８８︱８８５︱６０３１

高知県最低賃金改定のお知らせ

７６
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相談日
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︑ 分です︒
事前予約連絡先
総務課 電話
︱２２２３
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間伐するなら今がチャンス！

事項を記入の上︑本山町森林組合に提出
してください︒
六 申込締切
平成 年２月１日︵月︶まで随時受付
七 問い合わせ先
本山町森林組合
電話
︱２０５１

７６

高知県嶺北林業振興事務所
回収します！あなたの家の古い電話帳
電話
︱０１６２
本山町森林組合
ＮＴＴ西日本では地球環境保護・資源の有効活
電話
︱２０５１
用のため﹁古い電話帳から新しい電話帳へ﹂の考
えのもと︑古い電話帳のリサイクルを積極的に推
間伐・枝打ちコンクールのお知らせ
進しています︒新しい電話帳を各ご家庭に 月中
本山町林業研究会では︑間伐・枝打ちコンクール
にお届けしますので︑その際古い電話帳を配達員
を開催します︒参加資格等は左記のとおりですので
へ渡してください︒
皆様のご参加をよろしくお願いします︒
不在等で古い電話帳を回収できなかったお客様
へは︑改めて回収にお伺い致しますので︑左記へ
一 参加資格
ご連絡頂きますようお願い致します︒
本山町民で︑自己所有の山林を自身で間伐も
しくは枝打ちをした人︒
︻問い合わせ先︼
二 対象山林
フリーダイヤル ０１２０︱５０６︱３０９
平成 年 月〜平成 年３月末までに実 ︵営業時間：平日９時〜 時︑土・日・祝日は休業︶
施した一反︵ ａ︶以上の町内の山林
三 選考
平成 年４月中旬
四 表彰
平成 年４月に開催予定の本山町林業研
究会定期総会で次の各賞を表彰町長賞・
嶺北林業振興事務所長賞・森林組合長賞・
林業研究会長賞
五 参加申込
本山町森林組合に備付の申込用紙に必要
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クヌギ原木の競売について
下関字行川山クヌギ原木を次のとおり競売します︒
高知県から山林所有者に間伐についてのお知らせ
です︒
過去 年以上手入れしていない山林で︑
切捨︑
搬出間伐をする場合︑手数料を除く負担金なしで間
伐ができる制度があります︒詳しくは左記までお問
い合わせください︒

一．場所
所在
下関字行川山国有林四二林班る一小班
面積・林齢
五．八七一五ｈａ・三十年
二．現地説明会日時・場所
月 日︵木︶午前９時 分までに行川樽
の滝へ集合︒
※現地説明会参加希望者は︑ 月 日午前中ま
でに左記までご連絡をお願いします︒
三．入札日時・場所
︵一︶ 月 日︵月︶午後１時 分
役場二階 第一会議室
四．入札参加資格
︵一︶破産者で復権を得ない人でないこと︒
︵二︶地方自治法施行令第百六七条の四第二項第一
号から第六号までの規定に該当する人で︑一
般競争入札に参加することを停止されている
人でないこと
︵三︶地方自治法第二百三十八条の三の規定に該当
しない人
五．問い合わせ先
まちづくり推進課 産業振興班
電話
︱３９１６
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