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意識したことありますか？ 最低賃金
高知県で働くすべての方へ。

790円
これまでの
最低賃金

高知県

792円時間額

県大生・青年団合同で県大生・青年団合同で
　　　　　　夜学会in三原村　　　　　　夜学会in三原村
県大生・青年団合同で県大生・青年団合同で
　　　　　　夜学会in三原村　　　　　　夜学会in三原村
県大生・青年団合同で
　　　　　　夜学会in三原村
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人口と世帯数│総人口 : 1,492 人│男 : 731 人│女 : 761 人│世帯数 : 759世帯
（令和2年8月31日現在）（令和2年8月31日現在）（令和2年8月31日現在）

○村県民税　第３期　令和２年１１月　２日

○国保税　　第４期　令和２年１１月　２日

○国保税　　第５期　令和２年１１月３０日

よろしくお願いします。

期限のおしらせ村 付税 納
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　今年度に限り、三原村に住民登録されている方に限り自己負担分については無料とな

ります。

　三原村国民健康保険診療所では、10月1日から「インフルエンザ予防接種」を開始します。

　予防接種を希望される方は必ず予約をしてください。

　また、三原診療所で接種を希望される方は特に以下のことに注意してください。

１．インフルエンザ予防接種時に、「三原村インフルエンザ予防接種費助成金交付申請書(誓約

　　書)」が必要となります。役場若しくは診療所に申請書がありますので必要事項に記入し印

　　鑑押印後、診療所窓口に提出してください（印鑑は必ず必要となりますのでご注意くだ

　　さい）。

２． 0歳6ヶ月以上の者（1人1回のみ）

３． 村外に住所を有する18歳未満の学生で、保護者が三原村に住民登録されている方

三原診療所でのインフルエンザ
予防接種には事前予約を!!

10月1日〜

65歳以上の方（定期接種対象者）※

接種希望の方はお早めに

65歳以上の方の接種ができるようご協力をお願いいたします

※65歳以上の方のほか、60歳から65歳未満の慢性高度心・腎・呼吸器
　機能不全者等
※定期接種の開始日は、お住まいの市町村で異なりますのでご確認下さい

上記以外の方は
10月26日まで接種をお待ちください

10月26日〜

医療従事者
基礎疾患を有する方
妊婦
生後6ヶ月〜小学2年生

接種希望の方はお早めに

上記の方も接種できます
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・感染防止の3つの基本である①身体的距離の確保、②マスクの着用、③手洗い　の徹底もお願

　いいたします。

・インフルエンザワクチンは重症化予防などの効果がある一方で、発病を必ず防ぐわけではな

　く、接種時の体調などによっては副反応が生じる場合があります。医師と相談の上接種いただ

　くとともに、接種後に体調に異変が生じた場合は医療機関にご相談いただくようお願いいたし

　ます。

・お示しする日程はあくまで目安であり、前後があっても接種を妨げるものではありません

※三原診療所での接種はワクチンの数に限りがあり、なるべく多くの人に受けていただきたいた

　め、2回目の接種については、他院でお願いいたします。

※65歳以上の方(定期接種対象者)においては、      

　 重症化を予防するためにも、12月31日迄に接種するようお願いします。    

※なるべく高知県内の医療機関での接種をお願いします。     

※職場等で助成がある場合は、そちらを優先してください。助成手続き完了後、領収書（原則、

　原本。原本がない場合のみ、コピー可。事業所等での助成額の記載および担当者等の押印のあ

　るもの）を持参の上、役場住民課に申請してください。

　職場での助成額を差し引いた額を助成します。      

　（例）医療機関で支払した個人負担額3,000円の場合 

　　　　接種料3,000円 － 1,500円（事業所等からの助成） ＝ 1,500円（三原村からの助成）

　　　　　　　　　問合せ先　46-2111　【住民課】　

 

  

対象者

0歳6ヶ月～12歳以下

13歳～64歳以下

接種回数

2回（診療所では1回）

令和2年10月1日から

令和3年2月28日迄

※委託医療機関の

休診日を除く

接種費用 接種期間

無料

三原村診療所で接種された
場合は無料
※必ず事前予約をしてくだ
　さい
※ワクチン数に限りがあり
　ます

　村外で接種された場合、
領収書と印鑑を役場へ持参
していただきましたら後日
払戻いたします。

65歳以上の方
※60歳以上65歳未満
　の人であって、心
　臓、腎臓もしくは
　呼吸器の機能の障
　害、またはヒト免
　疫不全ウイルスに
　よる免疫機能の障
　害を有する方

1　回

※医師が2回接種を
　必要と判断した
　場合はその限り
　ではありません

皆様へのお願い

99 2015.122015.12月号月号 広報広報 みはらみはら3 2020.10月号 広報 みはら



　高知県立大学との包括連携協定の一環として、小・中学校への学習支援に8月24日から28日までの5日間、5

名の大学生が参加しました。今年で４回目の実施であり、大学生の方々には児童・生徒と積極的に関わっても

らい、充実した５日間を過ごすことができました。

高知県立大学生　小・中学校での学習支援高知県立大学生　小・中学校での学習支援高知県立大学生　小・中学校での学習支援高知県立大学生　小・中学校での学習支援高知県立大学生　小・中学校での学習支援高知県立大学生　小・中学校での学習支援

三原村教育委員会では、高等学校又は高等専門学校・大学において勉学する意欲と能力を持ちなが

ら経済的な理由で修学が困難な者に対し、奨学資金の貸与を行っています。

貸与の申請は毎年２月末までとなっています。

（奨学資金の額等）

　⑴　高等学校の生徒及び高等専門学校3年修了までの学生：月額18,000円

　⑵　高等専門学校の4年生以上の就学生及び短大・専門学校の学生：月額25,000円

　⑶　大学の学生：月額30,000円

　※奨学資金は年3回4ヶ月分ずつ交付する。交付月は4月、8月及び12月とする。

　　詳しい内容については、教育委員会までご連絡ください。

お問い合わせ先：三原村教育委員会　0880-46-2559

三原村奨学資金のご案内三原村奨学資金のご案内三原村奨学資金のご案内三原村奨学資金のご案内三原村奨学資金のご案内
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仕事内容
　ゆず収穫作業
勤務場所
　三原村内の農業公社ゆず園地
勤務時間
　8：30～17：15（相談可）※１１月～作業終了まで
支 給 額
　出来高制　400～450円/20kg（収穫量に応じて支給）

仕事内容
　選果施設での選果作業
勤務場所
　ゆず選果搾汁工場（幡多郡三原村宮ノ川1009-2）
勤務時間
　8：30～17：15（相談可）※１１月～作業終了まで
支 給 額
　時給800円

　9月1日から10月31日は、「緑の募金強化期間」です。

　皆さま方から寄せられた寄付金は、公益社団法人高知県森と緑の会を通じ県内の森林の整備、

緑化の推進、子どもたちが木や森にふれあう機会の提供、公募による森林ボランティアや市町村

の緑化活動への助成等、生活の身近なところで活用されています。

　「緑の募金」への寄付は、農林業建設課で受け付けていますので

ご協力をよろしくお願いいたします。

担当　谷脇　　電話　0880-46-2111

作 業 員 募 集　①

作 業 員 募 集　②

勤務時間等については相談に応じます
お気軽にご連絡ください！

公益財団法人三原村農業公社　
ＴＥＬ  ０８８０－４６－３２４０

秋の「緑の募金」へのご協力を！
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火災 救急は火災 救急は１１９１１９火災 救急は火災 救急は１１９１１９火災 救急は１１９
～その火事を　防ぐあなたに　金メダル～

●寝室
　寝室には必ず設置します。（来客が就寝する部屋は除きます。）
●階段
　寝室が2階以上にある場合、階段にも設置します。
●台所（任意設置）
　火災予防条例では設置義務はありませんが、設置をおすすめします。
　台所には「熱式」の感知器をおすすめします。　

感震ブレーカーとは
　一般的なブレーカー等は漏電には対応していますが、地震による火災対策には効力はありません。過去の
震災時における火災の6割以上が電気に関係するものとされています。電熱器具等からの出火、また電気復
旧時においては、断線した電気コード等から出火が予想されます。電気による出火を防ぐためには、避難時
にブレーカーを遮断することなどが効果的です。しかし、大地震発生時にとっさにそのような行動がとれる
とは限りません。感震ブレーカーは設定値以上の揺れを感知したときに、ブレーカーやコンセントなどの電
気を自動的に止める器具です。

感震ブレーカーの種類と特徴について

・分電盤タイプ（内蔵型）（後付型）
　ご家庭の分電盤に、一定の震度を感知して電気を遮断する機能
が付いたもので、基本的にはすべての電気が遮断されます。電気を
使用する医療器具等があるご家庭などでは、注意が必要です。また
設置には工事が必要です。
　内蔵型　費用約5万〜8万円　※工事必要
　後付型　費用2万〜4万円　　※工事必要

・簡易タイプ（おもり玉式）（バネ式）（電池式）
　ブレーカーに直接取り付けるもので工事の必要がありません。
一定の震度により「おもり玉」が落下することでブレーカーを遮断
する「おもり玉式」や、地震の揺れを内部センサーが感知するとバ
ネが作動して、ブレーカーを遮断する「バネ式」、地震の揺れを内部
センサーが感知し、接続するマイコンに信号を送ることで作動す
る「電池式」があります。
　おもり玉式　費用約3千円　※工事不要
　ばね式　　　費用約4千円　※工事不要
　電池式　　　費用約1万円　※工事不要

住宅用火災警報器についてのお問い合わせ先
幡多西部消防組合三原分署　予防係　　℡ 0880-46-2629

地震による電気火災対策には感震ブレーカーが効果的です
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１　我が国へのテロの脅威

　イスラム過激派は、2001年のアメリカ同時多発テロ、いわゆる「9.11テロ」以降、アメリカと同盟国にある

我が国をテロの標的として繰り返し名指ししています。

　また、海外においても邦人が犠牲となるテロ事件も発生しており、今後も邦人がテロや誘拐の被害に遭う

ことが懸念されます。

　こうした中、来年には国際的に注目を集める東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催が予定さ

れており、この機会を狙ったテロの発生が懸念されるなど、我が国に対するテロの脅威は現実のものとなっ

ています。

２　テロの未然防止対策

　高知県警察では、テロの未然防止に向け、

　　○　テロリストを入国させない

　　○　テロリストの拠点をつくらせない

　　○　テロを起こさせない

　という基本方針の下、県民の皆様や各自治体、民間事業者、関係機関等と連携したテロ対策に取り組んでい

ます。

３  県民の皆様のご理解とご協力を

　テロを未然に防止するためには、県民の皆様からの情報提供が不可欠です。

　海外では、大型商業施設や公共施設等がテロの標的とされていることから、国内、県内においても同様のお

それがあります。こうした施設やその付近で、

　　○　不自然に放置されている荷物

　　○　周囲をうかがいながら、何度も往復する者

　などを発見したときや、「おやっ、何か変だな？」「あれ、いつもと違うな？」と思ったときは、すぐに110番

通報をお願いします。

宿毛警察署・警備課　0880-63-0110

国際テロの未然防止に向け、県民の皆様のご理解とご協力を

新型コロナウイルス感染症に関連する
不当な差別や偏見をなくしましょう

　新型コロナウイルス感染症に関連して，各地で，感染者・濃厚接触者，医療従事者等に対する根拠のない言

動や嫌がらせが発生しています。

　誤解や偏見に基づく差別を行うことは決して許されません。

　高知地方法務局では，新型コロナウイルス感染症に関連する不当な差別，偏見，いじめ等の被害に遭った方

からの人権相談を受け付けています。

　困った時は，一人で悩まず，高知地方法務局に相談してください。 

みんなの人権１１０番　　０５７０－００３－１１０

子どもの人権１１０番　　０１２０－００７－１１０

女性の人権ホットライン　０５７０－０７０－８１０

インターネット人権相談　https://www.jinken.go.jp/

電話の受付時間：平日８時３０分から午後５時１５分まで
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国際交流員の

トーマス・キャノンです！
vol.13

　こんにちは。朝が涼しくなって、落ち葉が所々見えるようになりました。まだ秋季では　こんにちは。朝が涼しくなって、落ち葉が所々見えるようになりました。まだ秋季では

ないですが、夏の終わりが段々来ています。今年のちょっと異常な夏の季節が早く経ちまないですが、夏の終わりが段々来ています。今年のちょっと異常な夏の季節が早く経ちま

した。休みが短くて、遠くへ行けなかった夏でしたが、楽しいこともありました。この２ヶした。休みが短くて、遠くへ行けなかった夏でしたが、楽しいこともありました。この２ヶ

月のテーマを決めると月のテーマを決めると「The Little Things（ちいさなこと）」「The Little Things（ちいさなこと）」が相応しいと思います。大変なが相応しいと思います。大変な

ことがあっても、ささいな事を楽しんで味わいましょう。ことがあっても、ささいな事を楽しんで味わいましょう。

　７と８月は忙しかったです。ルーチンはちょっと乱れてしまったこともありましたが、　７と８月は忙しかったです。ルーチンはちょっと乱れてしまったこともありましたが、

なるべく暇な時にちゃんと休みました。忙しさの中で、新しい趣味を見つけて、手つかずなるべく暇な時にちゃんと休みました。忙しさの中で、新しい趣味を見つけて、手つかず

になっていたこともリスタートしました。になっていたこともリスタートしました。

　今までの広報で新しく始めたことを紹介しました。８月号に多　今までの広報で新しく始めたことを紹介しました。８月号に多

肉植物のサシャを紹介（ちょっと黄色くなりましたがまだ生きて肉植物のサシャを紹介（ちょっと黄色くなりましたがまだ生きて

いる）して、６月号に書道の試みを紹介した。友達に影響されて初いる）して、６月号に書道の試みを紹介した。友達に影響されて初

めての試みとして、絵画に挑戦しました。動画に従って描きましためての試みとして、絵画に挑戦しました。動画に従って描きました

が初心者向けの絵画でも、意外に面白かったです。趣味にしようとが初心者向けの絵画でも、意外に面白かったです。趣味にしようと

思ったけど、やりたいことが多すぎて24時間が足りないと考えま思ったけど、やりたいことが多すぎて24時間が足りないと考えま

した。しかし、世界の全てが面白すぎて仕方がない。した。しかし、世界の全てが面白すぎて仕方がない。

　絵画を新しく始めように色々なことに挑戦すれば八面六臂に活　絵画を新しく始めように色々なことに挑戦すれば八面六臂に活

躍できるようになるかもしれない。世界の何でも、面白いところが躍できるようになるかもしれない。世界の何でも、面白いところが

あると信じていますし、特に気に入ることもあります。大学の時にあると信じていますし、特に気に入ることもあります。大学の時に

はクラブ活動は色々試していて、印象に残っていたことを再開したはクラブ活動は色々試していて、印象に残っていたことを再開した

くなりました。三原村にいるこの二年社交ダンスを探していましたくなりました。三原村にいるこの二年社交ダンスを探していました

が、まだ見つかってないです。囲碁ができる場所はあると思いますが、まだ見つかってないです。囲碁ができる場所はあると思います

が、見つけるのを先延ばしにしているかもしれない。でも、ボルダリが、見つけるのを先延ばしにしているかもしれない。でも、ボルダリ

ングは見つけました。自分の体で壁を挑戦できて、夢中になる。本当ングは見つけました。自分の体で壁を挑戦できて、夢中になる。本当

に瞑想みたいで、自分のできなかったことをできるようになると自に瞑想みたいで、自分のできなかったことをできるようになると自

信を得て、単純に楽しいです。信を得て、単純に楽しいです。

　わざと初心者の見方にすることは大切だと思います。最初に下手でも、思い通りになら　わざと初心者の見方にすることは大切だと思います。最初に下手でも、思い通りになら

ない時に楽観できるような人になりたい。小さな事に注意していつでも人生を楽しめる。ない時に楽観できるような人になりたい。小さな事に注意していつでも人生を楽しめる。

今の時期は理想に合わなくても、大丈夫です。日本語勉強は順調に進んでいます。天気の今の時期は理想に合わなくても、大丈夫です。日本語勉強は順調に進んでいます。天気の

いい日々が多いです。今度の運動会は短くて、村人みんなが参加できなくても、三原村のいい日々が多いです。今度の運動会は短くて、村人みんなが参加できなくても、三原村の

子供たちはうれしくて、頑張って、無事に終了しました。ありがたいことはたくさんあり子供たちはうれしくて、頑張って、無事に終了しました。ありがたいことはたくさんあり

ます。ます。

　今回のまとまりの話で申し訳ありません。皆さんお体ご自愛下さい。よろしくお願いし　今回のまとまりの話で申し訳ありません。皆さんお体ご自愛下さい。よろしくお願いし

ます。ます。

　こんにちは。朝が涼しくなって、落ち葉が所々見えるようになりました。まだ秋季では

ないですが、夏の終わりが段々来ています。今年のちょっと異常な夏の季節が早く経ちま

した。休みが短くて、遠くへ行けなかった夏でしたが、楽しいこともありました。この２ヶ

月のテーマを決めると「The Little Things（ちいさなこと）」が相応しいと思います。大変な

ことがあっても、ささいな事を楽しんで味わいましょう。

　７と８月は忙しかったです。ルーチンはちょっと乱れてしまったこともありましたが、

なるべく暇な時にちゃんと休みました。忙しさの中で、新しい趣味を見つけて、手つかず

になっていたこともリスタートしました。

　今までの広報で新しく始めたことを紹介しました。８月号に多

肉植物のサシャを紹介（ちょっと黄色くなりましたがまだ生きて

いる）して、６月号に書道の試みを紹介した。友達に影響されて初

めての試みとして、絵画に挑戦しました。動画に従って描きました

が初心者向けの絵画でも、意外に面白かったです。趣味にしようと

思ったけど、やりたいことが多すぎて24時間が足りないと考えま

した。しかし、世界の全てが面白すぎて仕方がない。

　絵画を新しく始めように色々なことに挑戦すれば八面六臂に活

躍できるようになるかもしれない。世界の何でも、面白いところが

あると信じていますし、特に気に入ることもあります。大学の時に

はクラブ活動は色々試していて、印象に残っていたことを再開した

くなりました。三原村にいるこの二年社交ダンスを探していました

が、まだ見つかってないです。囲碁ができる場所はあると思います

が、見つけるのを先延ばしにしているかもしれない。でも、ボルダリ

ングは見つけました。自分の体で壁を挑戦できて、夢中になる。本当

に瞑想みたいで、自分のできなかったことをできるようになると自

信を得て、単純に楽しいです。

　わざと初心者の見方にすることは大切だと思います。最初に下手でも、思い通りになら

ない時に楽観できるような人になりたい。小さな事に注意していつでも人生を楽しめる。

今の時期は理想に合わなくても、大丈夫です。日本語勉強は順調に進んでいます。天気の

いい日々が多いです。今度の運動会は短くて、村人みんなが参加できなくても、三原村の

子供たちはうれしくて、頑張って、無事に終了しました。ありがたいことはたくさんあり

ます。

　今回のまとまりの話で申し訳ありません。皆さんお体ご自愛下さい。よろしくお願いし

ます。
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　高知県内で製造または加工された優れた地場産品（概ね過去２年以内に製品化されたもの）、地場産業に貢
献のあった活動（過去おおむね2年以内に実施されたもの）を募集します。
　応募の中から、地場産業大賞はじめ、産業振興計画賞、地場産業賞、地場産業奨励賞、高校生を対象とした高
知県次世代賞の各賞を選定し、記念品の他、副賞として賞金などを授与します。また今年度限りの取り組みと
して、新型コロナウィルス感染症対策に取り組む事業者を応援することとし、各賞の中からコロナ感染症対
策への取り組み１案件を特別賞として選出します（該当案件がある場合のみ）。皆さまのご応募をお待ちして
おります。
募集期間　9月1日(火)～10月30日（金）
　　　　　高校生対象の「次世代賞」は9月1日(火)～12月11日(金)まで
申請用紙　高知県産業振興センターＨＰからダウンロード可。
　　　　　ぢばさん大賞　で検索→　＜公式＞高知県地場産業大賞　をクリック
申し込み・問い合わせ
(公財)高知県産業振興センター　〒781-5101 高知市布師田3992－2
TEL　088-845-6600　FAX　088-846-2556
e-mail　kigyousinkou@joho-kochi.or.jp

おかげさまで、中村線は10月1日に開業50周年を迎えました。

これもひとえに、ご利用のお客様や地域の皆様のご支援の賜物と厚く御礼申し上げます。

中村線50年の歩みと共に、みなさまの思い出を振り返っていただけるような、懐かしいパネル展を開催しま

すので、是非お越しください。

【開催場所及び期間】

　中村駅（待合室）　　2020年10月1日（木）～2020年10月15日（木）

　天神橋商店街　　　2020年10月20日（火）～2020年11月5日（木）

　フジグラン四万十　2020年11月10日（火）～2020年11月 16日（月）

【お問い合わせ】

　　土佐くろしお鉄道㈱ 総務部 企画営業課

　　☎0880（35）4962　〈平日　9：00～17：00〉

　高知県では平成17年度から「高知県南海トラフ地震対策推進週間」にあわせて、避難訓練や初期消火訓練な

どを自主防災組織が中心となって行う「地域のみんなで自主防災訓練」を実施しており、平成23年度からは、

東日本大震災を受け、避難意識を向上させることが重要であることから、「県内一斉避難訓練」・「地域のみん

なで自主防災訓練」として実施しております。

　本村におきましても、「県内一斉避難訓練」・「地域のみんなで自主防災訓練」の実施月にあわせ、毎年「村内

一斉避難訓練」及び「自主防災訓練」を実施しております。年に一度の一斉訓練ということもあり村民の皆さ

まのご協力をいただき村全体の防災意識の高揚を図る訓練となっており、今年は11月8日（日）に実施（予定

日）いたします。

　今年につきましては新型コロナウィルスの感染予防のため訓練参加者はマスクを着用し各地区訓練にお

きましては可能な限り密になることを避けて実施していただけますようお願いいたします。

　実施日が近づきましたら防災無線等での呼びかけを行いますので例年どおり積極的な訓練への参加をよ

ろしくお願いします。

今年も募集スタート！第35回高知県地場産業大賞

中村線開業50周年記念パネル展開催について

「村内一斉避難訓練」及び「自主防災訓練」の実施について「村内一斉避難訓練」及び「自主防災訓練」の実施について「村内一斉避難訓練」及び「自主防災訓練」の実施について「村内一斉避難訓練」及び「自主防災訓練」の実施について「村内一斉避難訓練」及び「自主防災訓練」の実施について
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支援制度（令和２年度）

間伐率 補助要件等 補助率

下記の①、②のいずれかに該当していること。
①森林経営計画の認定を受けた者。
②特措法に基づく特定間伐促進計画の事業主体に位置付けられた者。
※施業実施前に「事前計画書」の提出に努めること。

【体質強化】
①体質強化計画に明記された「原木供給計画参画事業実施主体」の
　うち市町村、森林整備法人等及び選定経営体。
②同一林班又は区域内に森林経営計画が作成されている場合は、翌年度末
　までに本事業での施行箇所を経営計画対象森林とするよう努めること。

【成長産業化】
①市町村、森林整備法人等及び選定経営体。
②同一林班又は区域内に森林経営計画が作成されている場合は、翌年度末
　までに本事業での施行箇所を経営計画対象森林とするよう努めること。
③生産基盤強化区域内（除伐・保育間伐は、生産基盤強化区域及びこれに準
　ずる区域）で実施すること。

下記の①、②のいずれかに該当していること。
①森林経営計画の認定を受けた者。
②特措法に基づく特定間伐促進計画の事業主体に位置付けられた
　者、かつ集約化実施計画の対象森林。
※施業実施前に「事前計画書」を提出すること。（森林作業道の計画
　を含む）

68%
30%

※保育間
　 伐 D は
　25%

72%
（保安林又は市町村森林整備計画に規定する
公益的機能が高い森林）

又は県が定めた標準単価の36%（その他）

下記の①、②のいずれかに該当していること。
①市町村
②森林整備法人、森林組合、森林法施行令第11条に
　定める特定非営利活動法人等
   （地方公共団体及び森林所有者と協定を締結した場合に限る。）

補助要件等 補助率

林業専用道（規格相当）、森林作業道など
間伐率

定額　35,000円/ha
定額　35,000円/ha
定額　30,000円/ha
定額　20,000円/ha（林内整理ありの場合は32,000円）
定額　23,000円/ha

造林事業で採択された除伐及び保育間伐（A・B・C・D）とする。

定額　151,000円/ha＋間接費以内

25% 定額　141,000円/ha＋間接費以内

定額　350,000円/ha＋間接費＋搬出材積に応
じて76,000円/ha～152,000円/haを加算
・搬出材積：50m3/ha未満
　350,000円/ha＋間接費以内
・搬出材積：50～70m3/ha未満
　 (350,000円/ha＋間接費）+76,000/ha以内
・搬出材積：70m3/ha以上
　（350,000円/ha＋間接費）+152,000/ha以内

30%

間伐率 補助要件等

補助要件等

補助率

補助率

保安林又は市町村森林整備計画に規定する公益的機能が高い森林
で集約化が困難な森林。 定額   80,000円/ha30%

国庫補助の対象とならない森林。
※20%の間伐は、高知県小規模林業推進協議会の会員に限定

30%
20%

定額  183,000円/ha
定額  122,000円/ha

林地残材等の運搬に要する経費への支援など
補助率

コンテナ苗による再造林：県が定めた標準単価の27%以内（補助率68%の場合は合わせて95%）
上記以外の作業種：県が定めた標準単価の22%以内（補助率68%の場合は合わせて90%）

定額　600円/m3（チップ等端材）

－ お問い合わせ先－
高知県林業振興・環境部　木材増産推進課（造林・間伐担当）　０８８－８２１－４６０２、安芸林
業事務所　０８８７－３４－１１８１、中央東林業事務所　０８８７－５３－０６５７、　嶺北
林業振興事務所　０８８７－８２－０１６２、中央西林業事務所　０８８－８９３－３６１２、
須崎林業事務所　０８８９－４２－２３７１、　幡多林業事務所　０８８０－３５－５９７７、
又は、お近くの市町村、森林組合まで。

環境林整備事業、みどりの環境整備
支援交付金、公益林保全整備事業に
は、県民の皆さまからお預かりした
森林環境税が活用されています。
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間伐や造林などに関する高知県からのお知らせ
　　森林所有者のみなさまへ・・・
１．施業を集約化し、間伐等を行う場合の補助事業

２．自分で自分の山を手入れをする場合の補助事業（自伐林家等を含む。）

■造林事業(国庫補助等)　　下表以外の作業種…再造林、鳥獣害防止施設、下刈、森林作業道など　　
区分 作業種 対象林齢 事業内容 事業規模

森林環境
保全直接
支援事業

間  伐
（搬出）

11～60年生
※森林経営計画に基づ
　く場合は標準伐期齢
　の2倍以下の林齢

間伐及び伐倒木の搬出集積

更新伐 伐倒及び伐倒木の搬出集積、
植生の更新（天然更新を含む）31～90年生

間  伐
（保育）

保育間伐A  11～35年生
保育間伐B  36年生～
保育間伐D 31～60年生

不用木の除去、不良木の淘汰
※保育間伐Bは、伐採木の平
　均胸高直径が18cm未満

0.1ha以上／施行地

  0.1ｈａ以上／施行地
①森林経営計画に基づく場合
　森林経営計画ごとに間伐・更新伐の施行地面積の
　合計が5ha以上で平均搬出材積が10m3/ha以上
②特定間伐等促進計画に基づく場合　
　集約化実施計画ごとに間伐・更新伐のそれぞれにおいて施
　行地面積の合計が5ha以上で平均搬出材積が10m3/ha以上

間　伐
（保育）

環境林
整備事業 不用木の除去、不良木の淘汰保育間伐C

11～60年生 0.1ha以上／施行地

除伐 不用木の除去、不良木の淘汰11～25年生（除伐） 0.1ha以上／施行地

■みどりの環境整備支援交付金(県補助)　　造林事業への嵩上げ　　　（造林事業と合計で概ね90%相当）
作業種
除　伐

間　伐
（保　育）

対象林齢 事業内容
11～25年生
11～35年生
11～45年生
31～45年生
11～45年生

造林事業（森林環境保全直接支援事業（除伐））への嵩上げ
造林事業（森林環境保全直接支援事業（保育間伐A））への嵩上げ
造林事業（森林環境保全直接支援事業（保育間伐B））への嵩上げ
造林事業（森林環境保全直接支援事業（保育間伐D））への嵩上げ
造林事業（環境林整備事業（保育間伐C））への嵩上げ

■木材安定供給推進事業(国庫補助)　 下表以外の作業種…資源高度利用型施業（一貫作業、鳥獣害防止施設等）、
作業種

間  伐
（搬　出）

対象林齢 事業内容 事業規模

林齢制限なし 不用木の除去、不良木の淘汰、支障木やあばれ木等
の伐倒・造材・集材搬出集積、積込・原木仕分け費

0.1ｈａ以上／施行地

除　伐 11～25年生 不用木の除去、不良木の淘汰
間　伐

（保　育） 26～60年生 不用木の除去、不良木の淘汰

■緊急間伐総合支援事業(県補助)　　下表以外に路網整備（500～1,500円/ｍ）　
作業種 対象林齢 事業内容 事業規模
間　伐

（保　育） 11～60年生 公益林保全整備事業   0.1ｈａ以上／施行地

間　伐
（搬　出） 31～60年生 森林整備支援事業   0.1ｈａ以上／施行地

３．再造林及び被害防護施設等に対する支援制度
■森林資源再生支援事業（県補助）　 造林事業、木材安定供給推進事業への嵩上げ（造林事業等と合計で概ね90%相当）、

作業種

再造林の推進（林地残材等搬出）

再造林
シカ被害防護施設
下刈り（隔年）

補助要件等
造林事業及び木材安定供給推進事業で採択された人工造林及び附帯施設等整備（鳥獣害
防止施設等整備）、下刈り（隔年）とする。
ただし、シカ被害防護施設については、再造林と一体的に実施するものとする。
再造林を行う皆伐施業地から発生する林地残材等（C材又はD材）を有効利用するために
必要な山土場から利用施設までの運搬

　上記は、国及び県の補助事業です。市町村によっては、独自の嵩上げなどを行っている場合がありますのでご確認ください。
また、事業を実施した場合には、転用制限期間（５年又は１０年）がありますので、山林を開発、転売、皆伐などを計画する場合
は、必ず下記のお問い合わせ先へ連絡してください。
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　「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が平成30年7月に公布され、本年7月10日か

ら、ご自分で作成した大切な遺言書を法務局に保管の申請ができるようになりました。

　法務局は、保管の申請がされた遺言書については、遺言書が自筆証書遺言の方式に適合して

いるか否かについて外形的な確認をしたうえで、原本とデータを保管・管理します。

　なお、保管の申請手続き等については事前に予約が必要となります（法務局では遺言の内容

についての相談は行っていません）。

　「自筆証書遺言保管制度」の詳しい内容や手続き方法は、法務省ホームページをご覧いただ

くか、お近くの法務局へお問い合わせください。

【法務局】

　高知地方法務局供託課　　　　　℡　088-822-3331

　高知地方法務局　四万十市局　　℡　0880-34-1600

　　　　　　　　　香美支局　　　℡　0887-52-3049

　　　　　　　　　須崎支局　　　℡　0889-42-0374

　　　　　　　　　安芸支局　　　℡　0887-35-2272

【法務省ホームページ】

　http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

　聖ヶ丘病院で認知症予防教室を開催します。

　11月は『若年性認知症の実態と支援～認知症ちえのわnetの紹介～』で、高知大学医学部神

経精神科学教室より若年性認知症支援コーディネーターの方をお招きしてお話していただきま

す。

日　　時：令和2年11月27日（金）14時～15時

開催場所：宿毛市押ノ川1196　医療法人祥星会　聖ヶ丘病院　作業療法室

参 加 費：無料

事前申込：不要

駐 車 場：有

お問合せ：聖ヶ丘病院　地域連携推進室　中野・長尾

電話番号：0880-63-2146

＊新型コロナウイルスの影響で中止になる場合があります。

～預けて安心！自筆証書遺言書等保管制度～

認知症予防教室開催のお知らせ
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【事例】

インターネット通販で、「初回 300 円、〇日間解約保証」と表示されたダイエットサプリメント

を注文した。効果を感じられなかったので、解約期間内に解約を申し出ると、「４か月以上の定期

契約が条件の解約となっているので、解約には４か月後に連絡が必要」と言われた。「〇日間解約

保証のはずだ」と言うと、「その場合は通常価格１万５千円の支払いが必要」との回答だった。そ

のような規約は、ページのかなり下部まで見ないと分からなかった。

　（60 歳代　男性）

【ひとこと助言】

　・商品を注文する際には、目立つように表示されている「初回 300 円」「初回実質０円（送料の

　　み）」といった価格等だけでなく、定期購入が条件となっていないか、定期購入の場合の継続

　　期間や支払うことになる総額等、契約内容をよく確認しましょう。

　・継続期間が定められていない場合でも、解約に当たって「次回発送日の〇日前までに申し出

　　が必要」のように申請期間に制限がある、通常価格を支払う必要がある等、条件が定められ

　　ているケースがみられます。

　　解約・返品の可否や条件をしっかり確認しましょう。

　・困ったときは、早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。（消費者

　　ホットライン「１８８」）

（国民生活センター見守り新鮮情報　第 359 号）

　※幡多広域消費生活センターでは、出前講座（無料）による啓発活動を実施しています。お気軽

にお申込みください。

＜相談受付＞月曜日～金曜日（祝祭日および年末年始を除く）

9：00～12：00 / 13：00～17：00

電話：（0880）34－8805　　ＦＡＸ：（0880）34－8809

〒787-0012　四万十市右山五月町8番13号 （アピアさつき ２階駐車場西側）

幡多広域消費生活センター便り

「解約保証」のはずが・・・定期購入トラブルに注意

幡多広域消費生活センター
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【日　　時】　10月20日（火）　　13:00～16:00　（受付開始12:30～）
【場　　所】　四万十市立文化センター（四万十市中村桜町2-1）
【内　　容】　来場型とオンライン参加を併用した合同企業説明会を開催します。参加企業の採用担当
　　　　　　者による会社説明のほか、企業個別ブースでの詳細な説明やハローワークの相談コー
　　　　　　ナーもあります。
　　　　　　求職中の方をはじめ、学生やその保護者の方など、どなたでも参加できますので、ぜひ、お
　　　　　　気軽にご参加ください。
【申し込み】　参加申込不要（ただし、オンラインでの参加には事前申込が必要です）
【参 加 費】　無料
【そ の 他】　履歴書不要、入退場自由、服装自由、無料駐車場有

【問い合わせ】　高知県庁　企業立地課　担当：萩野・毛利　　電話088-823-9881　

　解雇、パワハラ、賃金未払といった職場の問題でお悩みの方を対象に、国や県などの労働相談機
関等が合同で無料相談会を開催します。
　当日は弁護士、司法書士、社会保険労務士といった専門家が面談または電話にて相談をお受け
します。事業主の方も相談できますのでお気軽に御相談ください。

　相談日時：令和2年10月30日（金）　午前10時～午後5時
　面談場所：高知県庁北庁舎（高知市丸ノ内2-4-1）
　　　　　　※受付は4階。高知県労働委員会事務局で行います。
※相談は事前予約優先、先着順です。
　予約申込み・お問い合わせ：高知県労働委員会事務局　℡088-821-4645
　予約受付期間：10月27日（火）17時　　当日専用相談ダイヤル088-821-4661
※新型コロナウイルス感染の拡大防止のため、今後の状況により、変更や中止になる場合があり
　ます。最新情報や詳細については、予約受付電話番号にお問い合わせください。ご理解とご協力
　のほど、お願いいたします。

高知県立地企業合同企業説明会

無料合同労働相談会を開催します

～あなたの就職応援します～

各企業のプレゼンテーションはインターネット（Youtube）の
生放送でご覧になれます
10月16日（金）　土佐市会場　　13:00~
10月20日（火）　四万十市会場　13:00~
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　生涯現役実現のための『おしごとカフェin 四万十市』を開催します。

　3 企業・1 団体による説明会で、直接お仕事の内容について茶話会形式でお話しいただけます。

ぜひ、お越しください！

■日　時/10 月27 日（火） 14 時～16 時

■場　所/物産館 サンリバー四万十（右山 383-7）

■参加料/無料

■対　象/おおむね55歳以上の方

■定　員/先着16名（要事前申込）

■申込み・問合せ/高知県生涯現役促進地域連携協議会

　事務局 高知県経営者協会

　TEL 088-879-1907

　HP http://www.ca.pikara.ne.jp/shogai

『おしごとカフェ in 四万十市』

自衛官等採用試験のお知らせ（陸自高等工科学校生徒等）
【自衛官候補生】

お問合せ　〒７８７－００３３　高知県四万十市中村大橋通６－３－７　３F
　　　　　自衛隊高知地方協力本部　四万十地域事務所　TEL　０８８０－３５－３０９６

【身　　分】　特別職国家公務員（自衛隊員）

【応募資格】　学歴不問　１８歳以上３３歳未満

　　　　　　ただし、３２歳の者にあっては、採用予定月の１日から起算して３月に達する日の翌月の末日現在、

　　　　　　３３歳に達していない者に限ります。

【試験種目】　筆記試験（国語、数学、地理歴史及び公民、作文）、口述試験、適性検査及び身体検査等

【受付期間】　受付は年間を通じて行っております。

【試験期日】　受付時にお知らせします。

【給 与 等】　（月額）１４２,１００円、自衛官任官後（約３ヶ月後）から１７９,２００円（高卒）

【各種手当】　自衛官任官後、任用一時金２２１,０００円、その他各種手当等がそれぞれの該当者に支給されます。

　　　　　　また、年２回期末・勤勉手当が支給されます。

【休日・休暇】　年次休暇のほか、年末年始の特別休暇、産前・産後休暇、育児休業等があり、週休２日制が実施されています。

【身　　分】　特別職国家公務員（生徒）

【応募資格】　中学校卒業又は中等教育学校の前期課程修了者（見込み者含む）

　　　　　　令和３年４月１日現在、１５歳以上１７歳未満 の男子

　　　　　　（平成１６年４月２日から平成１８年４月１日までの間に生まれた男子）

【試験種目】　１次試験：筆記試験（国語・社会・数学・理科・英語・作文）

　　　　　　２次試験：口述試験、身体検査

【受付期間】　令和２年１１月１日(日）～令和３年１月６日（水） 

【試験期日】　１次試験：令和３年　１月２３日（土）※　社会状況等により変更される場合があります

　　　　　　２次試験：令和３年　２月　４日（木）～７日（日）までの間の１日 （１次試験合格者）

【生徒手当】　月額1０３,７００円が支給されます。

【各種手当】　年２回期末・勤勉手当が支給されます。

【休日・休暇】　週休２日制、祝日、年末年始休暇等

 　高等工科学校生徒には推薦採用試験もあります。受付期間は令和２年１１月３０日（月）までとなっておりますので、在

校中もしくは卒業した中学校等又は自衛隊四万十地域事務所にお早めにお問合せください。

【陸上自衛隊高等工科学校生徒】
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　国の仕事や手続き、サービスについて、困っていることがありましたら、総務省の行政相談をご利
用ください。
　総務省では、多くの皆さんに行政相談を利用していただけるよう毎年１０月に「行政相談週間」を
設け、各種の行事を行っています。
　当村においても、次のとおり、総務大臣の委嘱を受けた行政相談委員が「一日行政相談所」（無料・秘
密厳守）を開設しますので、お気軽にご相談ください。

●日　　時：１０月１9日（月）　10時～12時、13時〜15時
●場　　所：農業構造改善センター（宮ノ川1130番地）

国の仕事や手続き、サービスについて困っていることはありませんか？

　高知地方法務局と高知県人権擁護委員連合会では，女性の人権問題解消に向け，電話相談の強化

週間を実施します。期間中は，土・日曜日も相談をお受けします。また，平日は時間を延長し，午後７

時まで相談をお受けします。

１　実施期間　　令和２年１１月１２日（木）から同月１８日（水）までの７日間

２　時　　間　　午前８時３０分から午後７時まで

　　　　　　　　ただし，土曜日・日曜日は午前１０時から午後５時まで

３　開設場所　　高知地方法務局人権擁護課（土・日は高松法務局人権擁護部）

４　電話番号　　０５７０（０７０）８１０（全国共通ナビダイヤル）

　　　　　　　　※一部のＩＰ電話からは御利用できない場合があります。

５　取扱内容　　ドメスティック・バイオレンス，セクシュアル・ハラスメント，ストーカー，離婚

　　　　　　　　問題，暮らしの悩みごとなど女性をめぐる人権問題

６　そ の 他　　相談は無料，秘密は厳守します

◆お問い合わせ先
　高知行政監視行政相談センター　TEL：088-824-4100

行政相談週間行政相談週間（10月19日(月)～25日(日)）（10月19日(月)～25日(日)）
～困ったら一人で悩まず行政相談！～～困ったら一人で悩まず行政相談！～

行政相談週間行政相談週間（10月19日(月)～25日(日)）（10月19日(月)～25日(日)）
～困ったら一人で悩まず行政相談！～～困ったら一人で悩まず行政相談！～

行政相談週間（10月19日(月)～25日(日)）
～困ったら一人で悩まず行政相談！～

全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間

医療保険・年金

医療保険や年金のこと
について教えて欲しい

公共施設

公共施設を
改修してほしい

相談窓口

手続きや申請をどこに
したらよいか教えてほしい
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　１０月２４日・２５日の２日間、高齢者・障害者の成年後見についての電話による無料法律

相談を実施いたします。ご本人以外でも、ご親族など高齢者や障害者に携わっている方からの

相談もお受けします。予約は不要ですので、お気軽にご相談ください。

相　談　日　時　１０月２４日（土）１７時～２０時・２５日（日）１０時～１２時

問合せ電話番号　０８８－８２５－３１４１

　　　　　　　　（公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート高知）

　　　　　　　　当日限定の相談電話番号　０８８－８７３－８４４８

　　　　　　　　 詳しい内容は高知県司法書士会のホームページでご確認ください。

　公益財団法人　人権教育啓発推進センターでは、アイヌの方々の悩みをお受けするフリー
ダイヤルを開設しております。
　嫌がらせ、差別、プライバシー侵害などのご相談もお受けします。
　お気軽に御相談ください。

受　　　　付　月曜日～金曜日
　　　　　　　　（祝日及び、12月29日～1月3日を除く）
時　　　　間　午前9時～午後5時

相談専用電話
　　　アイヌの方々のための相談専用フリーダイヤル
　　　　　0120-771-208

〇相談は無料です。　　〇匿名でもかまいません。　　〇秘密は厳守します。

公益財団法人　人権教育啓発推進センター
〒105-0012　東京都港区芝大門　2-10-12 KDX芝大門ビル4階

◆本相談事業は、（公財）人権教育啓発推進センターが、
　厚生労働省生活相談充実事業により実施するものです。

「高齢者・障害者のための成年後見無料電話相談会」
実施のお知らせ

アイヌの方々からの様々な
ご相談をお受けします
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ブロック塀を点検しましょう

組積造 （れんが造、石造、鉄筋のないブロック造） の塀の場合

　平成30年6月18日に発生した大阪府北部の地震では、ブロック塀の倒壊による死亡事故がありまし
た。国土交通省において、ブロック塀の安全対策のためのチェックポイントを作成しましたので、塀の
所有者の方はこれを参考に、ブロック塀の安全点検に取り組むようにお願いします。

　点検の結果、危険性が確認された場合は、建築士や専門業者に相談し、速やかに付近通行者への注意
表示、補修、撤去等の対応をお願いします。
　（また、避難路に面した危険性のあるブロック塀の撤去等については、補助制度があります。）

ブロック塀の点検のチェックポイント
　ブロック塀について、以下の項目を点検し、ひとつでも不適合があれば危険なので改善しましょ
う。
　まず外観で１～5をチェックし、ひとつでも不適合がある場合や分からないことがあれば、専門
家に相談しましょう。

出典 ： 
パンフレット「地震からわが家を守ろう」
　日本建築防災協会　
2013．1 より一部改

□ １．塀の高さは地盤から1.2ｍ以下か。
□ ２．塀の厚さは十分か。
□ ３．塀の長さ４ｍ以下ごとに、塀の厚さの1.5
　　   倍以上突出した控え壁があるか。

□ ４．基礎があるか。　　
□ ５．塀に傾き、ひび割れはないか。
□ ６．基礎の根入れ深さは20cm以上か。
　　＜専門家に相談しましょう＞

□１．塀は高すぎないか

　 　・塀の高さは地盤から2.2ｍ以下か。

□ ２．塀の厚さは十分か

　 　・塀の厚さは10cm以上か。 （塀の高さが 

　　   2ｍ超2.2ｍ以下の場合は15cm以上）

□ ３．控え壁はあるか。 

　　   （塀の高さが1.2ｍ超の場合）

　 　・塀の長さ3.4ｍ以下ごとに、塀の高さの

　　   1/5以上突出した控え壁があるか。

□ ４．基礎があるか

　 　・コンクリートの基礎があるか。

□ ５．塀は健全か

　 　・塀に傾き、ひび割れはないか。

□ ６．塀に鉄筋は入っているか

　  　＜専門家に相談しましょう＞

　　・塀の中に直径９mm以上の鉄筋が、縦横とも80cm間隔以下で配筋されており、縦筋は壁頂部

　  　および基礎の横筋に、 横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされているか。

　　・基礎の根入れ深さは30cm以上か。 （塀の高さが1.2ｍ超の場合）
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各種がん検診・特定 (基本 )健診のお知らせ

家庭ごみ・資源ごみの分け方・出し方について

　今年度最後の健診日です。自分のためにも家族のためにも、ぜひ受診しましょう！

日程 ： 令和2年10月28日(水)
場所 ： 三原村農業構造改善センター

※ 70歳以上の方、生活保護世帯の方は無料です。  
※ 子宮頸がん検診は来年になります。   

※ 大腸がん検診は検査日を入れて4日以内の便を提出してください。  

※ 大腸がん検診キットの名前の記入には水性ペンは使用しないでください。(字が見えなくなります)

※ 胃がん検診と胸囲レントゲン検診を受診される方は、先にレントゲン検診を受診してください。
※ 肝炎ウィルス検査及び前立腺がん検診を希望される方は、受付で申し出てください。
※ 送付した問診票は、受付時間の短縮にもつながりますので、記入して持ってきてください。
※ 健診には、腕・手首・足首・胸を出しやすい服装でおいでください。また、正確な腹囲測定が望まれるため、下着
　 以外のボディースーツやガードル等は着用せずにおいでください。

※ 蛍光灯など水銀が含まれるものや、家電リサイクル対象品、処理困難物（農機具・タイヤ・瓦等）及び家の解体に   

　 伴う資材などは回収いたしません。

　 ゴミは朝8時までに、ルールを守って出してください。

　自宅近くのステーション以外にゴミを出している方がおり、収集ボックスからゴミが溢れているス
テーションが多くみられます。ゴミはお住いの最寄りのゴミステーションに出してください。

特定(基本・若者)健診のみ下記日程でもございます。
日程 ： 令和2年11月9日(月) 14:00～15:30

場所 ： 三原村農業構造改善センター

問合せ先

 三原村役場　住民課 　46-2111

検診名 受付時間 対象者 料金 備考

胃がん検診 バリウムを飲んでX線撮影

大腸がん検診 便潜血反応検査

8：30～10：00

7：30～10：00 40歳以上の方

無料

100円

乳房X線撮影乳がん検診 40歳以上の女性問診票を確認ください 100円

特定健診
40歳以上74歳以下国民健
康保険加入の方

基本健診
・75歳以上の方
・20～39歳の国民健康保
険加入の方

肝炎ウィルス検査
50歳以上の男性の方
（70歳以上は無料）

前立腺がん検診 100円
40歳以上74歳以下の肝炎
ウィルス検査を受けたこ
とがない方

100円40歳以上64歳以下の方

無料65歳以上の方

社会保険に加入されている方
は、加入している保険者から発
行される「受診券」が必要です

特定健診の会場で実施します

胸囲レントゲン検診 7：30～9：30
肺がん検診(40歳以上64歳以
下)と結核検診(65歳以上)の
検診内容は同じです

普通ゴミ 資源ごみ
A地区

収集日

分け方

月・木曜日 火・金曜日 第1月曜日 第1水曜日 第2水曜日

B地区 缶 ビン ペットボトル 紙類
粗大ごみ 小型家電ゴミ

各家庭に配布している
分別表をご覧ください。

（袋に土や砂等を詰めて
出すのもやめてくださ
い）

50cm以上
2m以下の物
【2m以上の
物は2ｍ以下
の長さにし
て出して下
さい】

「飲食用」の
ス チ ー ル
缶、アルミ
缶、容器。

事 業 系 の
ペットボト
ルは収集し
ません。

段ボール・新聞と
いった種類ごと
に分けて、紐で縛
るなどして出し
てください。
(雨の日には出さ
ないで下さい)

「飲食用」の
ビンのみ。

家庭で使用
する物のみ
です。
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マイナンバーカードの
申請補助サービス実施中です!

など、お困りの方はいませんか？？

□マイナンバーカードを作りたいが、申請の仕方がわからない
□顔写真を用意できない
□マイナポイントについて詳しく知りたい

　三原村では、マイナンバーカードの顔写真撮影(無料)から申請までを職員がサポートしています。また、マ
イナンバーカードを活用したマイナポイントに関するお手続きや令和3年3月から開始予定の健康保険証と
しての利用申請も受け付けています。
　この機会にぜひ、マイナンバーカードを取得してみませんか？？

【申 請 者】本人（15歳未満の方は、法定代理人の同行が必要です）
　　　　　　※来庁前にご連絡いただけると、スムーズにご案内ができます
　　　　　　※三原村に住民票がある方に限ります
【申請場所】役場住民課　窓口 AM9:00~PM5:00まで
【持 参 物】・本人確認書類
　　　　　　1点でよいもの→運転免許証・パスポート・障害者手帳など
　　　　　　2点必要なもの→健康保険証・介護保険被保険者証・年金手帳など
　　　　　　・通知カード（紛失の場合は報告をお願いします）
　　　　　　・印鑑
【カード受取までの流れ】
　(1)窓口にお越しいただき、交付申請書へ記入します
　(2)顔写真の撮影をします
　(3)役場からはがきが送付されますので、はがきに記載のある書類をもって期限内にとりにおいで下さい
【注意事項】・申請には、約10分～20分かかります
　　　　　　・マイナンバーカードの受取まで、1～2ヶ月程度かかります
　　　　　　・申請内容によっては、本人限定郵便での受取が可能です
【問い合わせ先】役場住民課（0880-46-2111）

　ＰＣＲ検査を当診療所で実施することができる検査協力医療機関として登録しました。

　症状などにより新型コロナウイルス感染が疑われる方は、事前に電話で問診を取る必要がありますので、

診療所に必ず電話で予約を取ってください。

　このＰＣＲ検査は医師が診断し検査が必要であると判断した場合に限ります。

　「不安がある」「会社から陰性証明を求められた」といった場合は検査できません。

　診療所では、午後1時から3時までを発熱外来として時間規制を行いますのでご理解ご協力お願いします。

ＰＣＲ検査協力医療機関として
三原村国民健康保険診療所を登録しました！！

必ず事前予約が必要です
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　日本年金機構から、「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が対象者宛てに発送されま

すので、お手元に届きましたら、大事に保管し、年末調整や確定申告の際に使用してください

送付スケジュールは、次のとおりです。

　「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」に関する概要、よくあるご質問（Ｑ＆Ａ）等に

ついては、日本年金機構ホームページ（https ://www.nenk in .go . jp/）に掲載される予定（令

和２年１０月予定）ですので、ぜひご利用ください。また、同ホームページに、お客様からの照

会に対してチャットの形式で自動的に応答するチャットボット（控除証明書相談チャット）が開

設される予定（令和２年１１月予定）です。「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」に関

するご相談については、下記のダイヤルでもお受けしています

　国民年金制度は、税法上とても有利なだけではなく、老後はもちろん不慮の事故など、万一の

ときにも心強い味方となる制度です。保険料は納め忘れのないようキチンと納めましょう！

国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です!

発送時期

令和２年１１月上旬
令和２年１月１日から令和2年９月３０日までの間に国民年金保険料を

納付された方

令和３年２月上旬

対象者

■問い合わせ先の名称　　　ねんきん加入者ダイヤル

■電話番号　　　　　　　　　　（ナビダイヤル）０５７０－００３－００４

０５０から始まる電話の場合は、（東京）０３－６６３０－２５２５

〈受付時間〉

・月～金曜日　午前８：３０～午後７：００

・第２土曜日　午前９：３０～午後４：００

・祝日（第２土曜日を除く）、１２月２９日～１月３日はご利用いただけません

令和２年１０月１日から令和２年１２月３１日までの間に国民年金保険

料を納付された方

令和２年１月１日から令和２年9月３0日までの間に国民年金保険料を

納付された方は除きます。
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編集・三原村役場総務課

およろこびおよろこびおよろこびおよろこびおよろこび

これからこれから
よろしくね！よろしくね！
これからこれから
よろしくね！よろしくね！
これから
よろしくね！

おしかわおしかわ ひなたひなた

押川 日咲押川 日咲ちゃんちゃん
（令和2年8月7日令和2年8月7日生まれ）生まれ）
父：父：恵一恵一さんさん　母：母：智紗智紗さんさん

まえのまえの ふたばふたば

前野 二葉前野 二葉ちゃんちゃん
（令和2年8月11日令和2年8月11日生まれ）生まれ）
父：父：真也真也さんさん　母：母：麻衣子麻衣子さんさん

おしかわおしかわ ひなたひなた

押川 日咲押川 日咲ちゃんちゃん
（令和2年8月7日令和2年8月7日生まれ）生まれ）
父：父：恵一恵一さんさん　母：母：智紗智紗さんさん

まえのまえの ふたばふたば

前野 二葉前野 二葉ちゃんちゃん
（令和2年8月11日令和2年8月11日生まれ）生まれ）
父：父：真也真也さんさん　母：母：麻衣子麻衣子さんさん

おしかわ ひなた

押川 日咲ちゃん
（令和2年8月7日生まれ）
父：恵一さん　母：智紗さん

まえの ふたば

前野 二葉ちゃん
（令和2年8月11日生まれ）
父：真也さん　母：麻衣子さん


