１５

申込期限
月 日︵月︶まで
本山町在宅介護手当について
持 参 物 エプロン・三角巾
申 込 先 社会福祉協議会
この手当は︑家庭で左記対象者老人を介護して
電話
︱２３１２
いる人に手当てを支給することにより介護の労を
報いるとともに︑家庭の平和と町民の敬老思想を
嶺北消防署と本山町消防団からのお知らせ
高揚し︑老人福祉の増進を図るための制度です︒
支給対象者
歳以上で介護保険の要介護４及び５と認定
された老人を常時介護している人︒
但し︑本山町に住所を置き︑３ヶ月以上介護を
継続している人︵認知症老人については６ヶ月以
上継続して看護されている者︶︒
支 給 額
３０︐０００円︵月額︶
＊ ４月〜８月分︑９月〜３月分を２期に分けて
支給します︒
︻問い合わせ先︼
保健センター 電話 ︱１０６０

高齢者教室
第５講﹁料理教室﹂開催について
第５講となる今回は︑
﹁料理教室﹂を行います︒
たくさんの皆様のご参加をよろしくお願いします︒
開催日
月 日︵金︶
開催場所 保健センター 調理実習室
時
間 午前 時〜
献
立 鯵の野菜あんかけ・大学いも・けんちん
汁
参 加 費 無料
定
員
名︵先着順︶

１６

月９日︵月︶から 日︵日︶までの７日間︑
﹁消えるまで ゆっくり火の元 にらめっ子﹂を
統一防火標語に秋季全国火災予防運動が実施され
ます︒火災が発生しやすい時季を迎えました︒一
人一人の心がけで火災予防に努めましょう︒

１１

住宅防火 いのちを守る ７つのポイント
︱３つの習慣・４つの対策︱
３つの習慣
① 寝たばこは︑絶対やめる
② ストーブは︑燃えやすいものから離れた位置で
使用する
③ ガスこんろなどのそばを離れるときは︑必ず火
を消す
４つの対策
① 逃げ遅れを防ぐために︑住宅用火災警報器を設
置する
② 寝具︑衣類及びカーテンからの火災を防ぐため
に︑防炎品を使用する
③ 火災を小さいうちに消すために︑住宅用消火器
等を設置する
④ お年寄りや身体の不自由な人を守るために︑隣
近所の協力体制をつくる
︻問い合わせ先︼
嶺北消防署
︱２８０６
役場総務課
︱２２２３

１５

本山町行政連絡

６、６、4.5、 間取
り等
ＤＫ、風呂

１１

本山 町 役場
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１０
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募集
戸数

第 ７７９号

●募集案内配布
月１日︵日︶〜 日︵土︶
●配布場所 役場窓口︑総務課︑県庁１階募集要項
コーナー︑県住宅供給公社他
●申込受付期間
月８日︵日︶〜 日︵土︶
郵送の場合・・受付期間中の郵便局の消印有効
持参の場合・・受付期間の土・日・祝日を除く
午前８時 分〜午後５時 分
︵午後０時 分〜午後１時は除く︶
●申込書提出・・問い合わせ先
高知市九反田４番 ︱４０１号
︵トップワン四国４階︶
高知県住宅供給公社
電話 ０８８︱８８３︱０３４４

１４

３０

６５

︻ 隔週 水 曜日 発行 ︼

県営住宅入居者募集について

４

本山団地︵４戸︶の入居者を募集します︒申込み
方法や入居申込資格など︑詳しくは﹁募集案内﹂で
ご確認ください︒

３０２

住戸
番号
３０３
３０４

１５

２０

１０

団地
名

７６

７６ ７６

１１

３０

２０４

１１

本 山

１１

備
考
家賃、階数、
入居資格等
詳細は「募集
案内」でご確
認ください。
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毎月第３木曜日は行政相談の日です

○非常勤講師は︑最長１年間︑週当たり数時間か
浄化槽設置補助金について
ら十数時間
目
的：この補助金は︑生活排水による水質汚濁
③資格
の防止と快適な生活環境の創造を図るた
教員免許状︵臨時免許状を含む︶を有する者
めその設置費に対し補助を行うものです︒ ④待遇
条
件：平成 年４月１日〜平成 年１月 日
公立学校職員の給与に関する条例に準じて支給
までに浄化槽を設置される人︒
します︒
補助金額：５人槽︵住宅延べ面積＝１３０㎡未満︶
⑤願書・募集要項の配布場所
３３２︐０００円／基
高知県教育委員会事務局教育政策課︑中部教育
６〜７人槽︵
〃 ＝１３０㎡以上︶
事務所︑本山町教育委員会事務局
４１４︐０００円／基
なお︑高知県教育委員会事務局教育政策課の左
使用開始後 年以内の単独処理浄化槽を合併処
記のホームページから︑志願書等の応募書類の
理浄化槽へ替える場合︑
９万円の補助金があります︒
様式をダウンロードすることもできます︒
ただし使用開始日が確認できる書類が必要です︒

１０

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︶

７６

２１

申 込 み：補助を受けたい人は︑ 月 日︵月︶
までに︑役場担当課まで申し出てくださ
い︒なお︑定員になり次第︑募集を締め
切ります︒
︻受付・問合わせ先︼
まちづくり推進課建設班
電話
︱３９１７

平成

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/31010
1/kc2886.html
⑥応募方法
募集要項の﹁応募の手続﹂に従って︑志願書︑
志願者調査表及び申告書等を︑高知県教育委員
会事務局教育政策課に提出してください︒
⑦提出期間
平成 年度４月初旬の採用を希望される場合
は︑平成 年 月２日から平成 年３月
日までの間に出願してください︒なお︑年度途
中の採用については︑平成 年３月 日以降
においても出願を受け付けます︒
⑧問い合わせ先
高知県教育委員会事務局教育政策課
人事企画担当 濱川︑中屋︑武田
電話：０８８︵８２１︶４５６８
住所：〒７８０︱０８５０
高知市丸ノ内１︱７︱５２

２１

７６

１０

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

２０

３０

年度高知県公立学校臨時教員の
募集についてお知らせ

７６

①職務内容
○常勤講師は︑公立小・中学校︑県立学校の産休・
育休・病休等の補充教員として勤務します︒
○非常勤講師は︑小・中学校の教科︑高等学校の教
科︑科目の授業時間だけ勤務します︒
②雇用期間
○常勤講師は︑産休等の補充の期間︵最長約１年間︶

２２

１９

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
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

３０

３０

２２

１１

１１
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