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人口と世帯数│総人口 : 1,490 人│男 : 732 人│女 : 758 人│世帯数 : 754世帯
（令和3年2月28日現在）（令和3年2月28日現在）（令和3年2月28日現在）

4○軽自動車税　 全　期　　令和３年４月３０日

○固定資産税 　第１期　　令和３年５月３１日

よろしくお願いします。

期限のおしらせ村 付税 納

交通安全パレード



　後期高齢者健康診査は、血液や尿検査などを実施し、みなさまがご自身の健康状態を知る良い機会
となっています。生活習慣病等が疑われた場合は、早期に再検査や、適切な治療を受けることで、病
気の重症化を予防することができます。

■対 象 者・・・高知県後期高齢者医療の被保険者の方
　　　　　　　　＊ただし、長期入院中の方、施設等への入所者の方は対象外となります。
　　　　　　　　（長期入院者や施設入所の方は、すでに健康状態を把握され、医師や施設管理者等
　　　　　　　　　の指導を受けていると考えられることから、健診の対象から除いています。）

　①.下記のア～ウの方には、受診券を事前送付します。
　　　ア　生活習慣病で通院中でない健診対象者の方
　　　イ　昭和20年４月１日～昭和21年３月31日生まれの方
　　　ウ　令和２年度に健診を受けられた方
　②.①以外の方は、申込みにより受診券が発行され、健診を受けることができます。
　　
■自己負担・・・無料　　
■受診回数・・・令和3年4月1日～令和4年3月31日の期間内に１回
■受診方法・・・対象者には集団検診等の日程を個別通知します。
　　　　　　　　個別に医療機関等で受診を希望される場合は、受診券をお送りしますので、下記ま
　　　　　　　　でご連絡ください。
■持 ち 物・・・被保険者証、受診券、問診票
■検査内容
　1　身体計測…身長・体重・肥満度を測定します。
　2　血圧測定…血圧を測定します。
　3　血液検査…血糖・コレステロール・肝機能・腎機能・痛風などの検査をします。
　4　尿 検 査…尿たんぱく・尿糖などの検査をします。
　5　そ の 他…問診や診察などを行います。
■健診結果・・・健診結果は、後日、郵送されます。
■そ の 他・・・健診結果は、保健指導などに活用します。
　　　　　　　　　　　　　　　

お問い合わせ先　三原村役場住民課（電話0880-46-2111）

☆平成29年1月よりセルフメディケーション税制（医療費控除の特例）がはじまりました。
　きちんと健康診査等を受診されている方が、対象となる市販薬を購入した際、所得控除を受けられ
る場合があります。健康診査結果通知書の添付が必要など、控除を受けられるための条件があります
ので、確定申告を行う税務署等へ事前にお問い合わせください。

健やかな生活を送るために、
後期高齢者健康診査を受診しましょう 

2021.2021. 2月号月号 広報広報 みはらみはら 22021. 4月号 広報 みはら



三原村国保診療所
　住民票所在地が三原村となっている方は、原則、三原村国保診療所で接種をお願いします。
　診療所までの移動手段がない場合は、住民課にご相談ください。

　なお、以下の方は、三原村国保診療所以外でワクチン接種ができる見込みです。

　　・住所地以外の医療機関や施設に入院・入所中の方

　　・基礎疾患で治療中の方

　　・単身赴任や進学等によりお住まいが住所地と異なる方

　　・医療従事者の方 等

　※医療従事者の方の接種場所等については、勤務先からお知らせする予定です。

新型コロナワクチン住民接種のお知らせ
接種費用：無料/接種回数：2回

１回目の接種から３週間後に２回目の接種を受けます。

※下記については、現時点（Ｒ3.3.19）
　での内容であり、今後のワクチン流
　通状況等により、内容が変更となる
　可能性もあります。

1．接種会場

①高齢者(令和３年度中に65歳以上になる方)

　・4月上旬頃、三原村役場から「新型コロナワクチン接種の予診票」と「新型コロナワクチン住民

　　接種日時のお知らせ」等を送付します。「新型コロナワクチン接種の予診票」は、接種日までに

　　必ず記入してください。

　　※予診票等が届くのは、先日実施させていただきました新型コロナワクチン接種希望調査で「希
　　　望する」と回答していただいた方のみですので、ご注意ください。この調査で「希望しない」
　　　と回答された方も、相談いただければ接種可能です。

②高齢者以外(16歳から64歳までの方)

　・4月上旬頃、「新型コロナウイルスワクチン希望調査（接種希望の有無・基礎疾患

　　　の有無等の確認）」を実施しますので、提出をお願いします。

　　※新型コロナウイルスワクチン接種を希望する方で基礎疾患を有する方(４.接種順
　　　位(3)に該当する方))は、調査票提出前にかかりつけ医に接種の有無を相談した
　　　うえで、調査票の提出をお願いします。
　・４月下旬から5月上旬頃、三原村役場から「新型コロナウイルスワクチン予防接種券」「新型コ

　　ロナワクチン接種の予診票」「新型コロナワクチン住民接種日時のお知らせ」等を送付します。

　　「新型コロナワクチン接種の予診票」は、接種日までに必ず記入してください。

　　※接種券等が届くのは、新型コロナワクチン接種希望調査で「希望する」と回答していただいた
　　　方のみですので、ご注意ください。この調査で「希望しない」と回答された方も、相談いただ
　　　ければ接種可能です。

2．接種を受けるための手続き

新
※

す。
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高齢者(令和３年度中に65歳以上になる方)及び高齢者以外（16歳から64歳までの方）
　・「新型コロナワクチン住民接種日時のお知らせ」に日時が記載されています。各個人で接種日・
　　受付時間が違いますので必ず確認してください。

3．接種日時

（1）医療従事者等
（2）高齢者（令和３年度中に65歳に達する、昭和32年４月１日以前に生まれた方）
　　 ※高齢者施設入所者・施設等の従事者も含む（施設内のクラスター対策）
（3）高齢者以外で基礎疾患を有する方（自己申告）とは以下になります。
　　● 以下の病気や状態の方で、通院／入院している方 
　　　１．慢性の呼吸器の病気 
　　　２．慢性の心臓病（高血圧を含む。）
　　　３．慢性の腎臓病 
　　　４．慢性の肝臓病（肝硬変等） 
　　　５．インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病又は他の病気を併発している糖尿病 
　　　６．血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く。）
　　　７．免疫の機能が低下する病気（治療中の悪性腫瘍を含む。）
　　　８．ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている 
　　　９．免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
　　　10．神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障害等） 
　　　11．染色体異常 
　　　12．重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害が重複した状態） 
　　　13．睡眠時無呼吸症候群
　　　14．重い精神疾患（精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉
　　　　　手帳を所持している、又は自立支援医療（精神通院医療）で「重度かつ継
　　　　　続」に該当する場合）や知的障害（療育手帳を所持している場合）
　　● 基準（BMI 30以上）を満たす肥満の方
（4）上記以外の者

　　新型コロナワクチンの接種は、予防接種法により受けるよう努めなければならないとされていま
　す。しっかり情報提供を行ったうえで、接種を受ける方の同意がある場合に限り接種が行われます。
　予防接種を受ける方には、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解
　した上で、自らの意志で接種を受けていただいています。受ける方の同意なく、接種が行われるこ
　とはありません。
　　※妊娠を考えている方や妊娠中の方、授乳中の方、新型コロナウイルスに感染したことがある方
　　　も、ワクチン接種可能です。
　　※妊娠中の方はワクチン接種の努力義務対象外とされています。

4．接種順位

16歳から
64歳まで
の方
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①高齢者(令和３年度中に65歳以上になる方)

　・新型コロナワクチン接種の予診票(記入したもの)

　・本人確認書類（運転免許証、健康保険証など）

　・すぐに腕が出せる服装（例：半そでに、すぐに脱げる上着を着用）

　※新型コロナウイルスワクチン予防接種券については、診療所で管理させていただきます。

②高齢者以外(１６歳から64歳までの方)

　・新型コロナウイルスワクチン予防接種券

　・新型コロナワクチン接種の予診票(記入したもの)

　・本人確認書類（運転免許証、健康保険証など）

　・すぐに腕が出せる服装（例：半そでに、すぐに脱げる上着を着用）

5．接種当日に必要なもの・服装

　本村は、ファイザー社の「コミナティ筋注」を使用する予定ですが、下記の副反応があらわれるこ

とがあります。

　※接種後は、診療所で30分程度待機していただき、副反応に対応するため健康観察を行います。

　※帰宅後、副反応を疑う症状について、被接種者が診察を希望する場合は、まず身近な医療機関を

　　受診してください。

【比較的多く出る副反応】　

・注射した部分の痛み　　・疲労

・頭痛　　　　　　　　　・寒気

・関節や筋肉の痛み　　　・発熱等

【重大な副反応】

・ショック、アナフィラキシー（頻度不明）

6．新型コロナウイルスワクチンの副反応について

　一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害（病気になったり障害が残ったりすること）

が、極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。

　救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が

残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済（医療費・障害年金等の給付）が受けられます。

7．接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度

健康保険証接種券
三原村
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国民年金保険料は納付期限までに納めましょう
　令和３年４月分から令和４年３月分までの国民年金保険料は、月額16,610円です。

　保険料は、日本年金機構から送付される納付書により、金融機関・郵便局・コンビニエンス

ストアで納めることができます。

　また、クレジットカードやインターネット等を利用しての納付、そして便利でお得な口座振

替もあります。

　毎月の保険料の納付期限は、「翌月の末日」です。

　保険料の納め忘れがあると、万一障害や死亡といった不慮の事態の発生により、障害基礎年

金や遺族基礎年金が受けられない場合がありますので、必ず納付期限までに納めてください。

　なお、所得が少ないなど保険料の納付が困難な場合は、保険料が免除・猶予される制度があ

ります。

　また、今回の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合、令和2年2月分以

降の保険料の納付が免除・猶予される臨時特例措置も設けられていますので、三原村役場の国

民年金窓口へご相談ください。

国民年金保険料免除等の申請について

　保険料が納め忘れの状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎

年金や遺族基礎年金を受けられない場合があります。

　経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、保険料の納付が免除・

猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度（50歳未満）」がありますので、村役場の国

民年金窓口で手続きをしてください。申請書は、窓口に備え付けてあります。

　令和３年度分（令和３年７月分から令和４年６月分まで）の免除等の受付は令和３年７月１

日から開始されます。

　また、申請時点の２年１カ月前の月分までさかのぼって申請することができます。

　失業等により保険料を納付することが経済的に困難になったものの、申請を忘れていた期間

がある方は、村役場の国民年金窓口または年金事務所へご相談ください。
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国民年金の加入方法

自動車税の納付について

　国民年金は、誰もが加入する公的年金制度です。

　基本的に日本に住む20歳以上60歳未満のすべての方は、国民年金に加入する義務があります。

　加入者は、職業などによって次の３つのグループに分かれており、それぞれ加入手続きが異

なります。

　

・第１号被保険者

　20歳以上60歳未満の農業者、自営業者、学生、フリーター、無職の方などです。

　加入手続きは、ご自身で村役場の国民年金担当窓口で行います。

・第２号被保険者

　会社員や公務員などの厚生年金保険に加入されている方です。

　加入手続きは、勤務先が行います。

・第３号被保険者

　第２号被保険者に扶養されていて、年収130万円未満の20歳以上60歳未満の配偶者の方です。

　加入手続きは、第２号被保険者の勤務先を経由して行います。

　会社を退職したときは、第２号被保険者から第１号被保険者への変更の手続きが必要となり

ますので、お早めにお手続きをお願いします。

　5月上旬発送予定の自動車税の納期限は5月31日（月）となっています。納付は必ず納期限ま

でに、銀行、郵便局、農協などお近くの金融機関でお済ませください。

　本年度も、コンビニエンスストアでの納付が可能となっています。平日に納付できない方な

どは、納税通知書をご持参のうえご利用ください。（詳しくは、納税通知書の裏面をご覧くだ

さい。）また、簡単・便利な口座振替もご利用いただけます。

　なお、納税通知書が届いていない方がいましたら下記までご連絡ください。

　また、身体障害者等の方の減免手続き期限も5月31日（月）までとなっておりますのでご注

意ください。

連絡先・高知県幡多県税事務所

電話番号：0880-35-5972

高知県からのお知らせ
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《 ６５歳以上の方の介護保険料について》
　令和２年度に介護保険事業計画の見直しが行われ、第８期介護保険事業計画が策定されました。

６５歳以上の方の介護保険料は、令和３年度から令和５年度の３年間に三原村の被保険者に提供され

る介護サービス費用の見込みと被保険者数に基づき決定されます。

　第８期介護保険事業計画期間（令和３年～令和５年）における介護保険料は、前回計画期間から

600円増額の5,200円（月の基準額）となりました。

　みなさんが納める介護保険料は、公費とともに介護保険の大切な財源になっています。介護が必要に

なったときに安心してヘルパーや介護保険施設を利用できるよう、介護保険料は必ず納めましょう。

◎介護保険料は本人の所得と世帯の課税状況に応じて決まります。

※第１・２・３段階については、国の基準に従い、公費（国・県・村）投入により令和２年度から引

　き続き軽減措置を講じる予定です。

段　階 保 険 料 保険料年額（月額） 対　　象　　者

第4段階 基準額×0.90
56,100円（4,680円）

※100円未満切捨て

本人は住民税非課税で、世帯内に住民税

課税者がいて本人の合計所得金額＋課税

年金収入額が80万円以下の方

第5段階 基準額×1.00 62,400円（5,200円）

本人は住民税非課税で、世帯内に住民税

課税者がいて本人の合計所得金額＋課税

年金収入額が80万円超の方

第6段階 基準額×1.2
74,800円（6,240円）

※100円未満切捨て

本人が住民税課税で、合計所得金額が

120万円未満の方

第7段階 基準額×1.3
81,100円（6,760円）

※100円未満切捨て

本人が住民税課税で、合計所得金額が

120万円以上210万円未満の方

第8段階 基準額×1.5 93,600円（7,800円）
本人が住民税課税で、合計所得金額が

210万円以上320万円未満の方

第9段階 基準額×1.7

106,000円

（8,840円）

※100円未満切捨て

本人が住民税課税で、合計所得金額が

320万円以上の方

第1段階

※

基準額×

（軽減前）0.50

↓

（軽減後）0.3

（軽減前）

31,200円（2,600円）

（軽減後）

18,700円（1,560円）

※100円未満切捨て

生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で

本人及び世帯全員が住民税非課税かつ、

本人の合計所得金額＋課税年金収入額が

80万円以下の方

第2段階

※

基準額×

（軽減前）0.75

↓

（軽減後）0.5

（軽減前）

46,800円（3,900円）

（軽減後）

31,200円（2,600円）

本人及び世帯全員が住民税非課税で、本

人の合計所得金額＋課税年金収入額が

80万円超120万円以下の方

第3段階

※

基準額×

（軽減前）0.75

↓

（軽減後）0.7

（軽減前）

46,800円（3,900円）

（軽減後）

43,600円（3,640円）

※100円未満切捨て

本人及び世帯全員が住民税非課税で、本

人の合計所得金額＋課税年金収入額が

120万円超の方
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◎介護保険料の納め方

　納め方は、年金から天引きとなる「特別徴収」と納付書及び口座振替で納付する「普通徴収」の２

通りに分かれています。

　毎年、年金の定期支払い（年６回）の際に、介護保険料があらか

じめ差し引かれます。

※対象となる年金は、老齢・退職年金、障害年金、遺族年金です。

年金が年額１８万円以上の方

●特別徴収の方（年金から天引きとなる方）

　毎年、納付書により金融機関などで納めていただくか、口座振

替により納めていただくことになります。原則として７月から翌

年２月まで毎月（年８回）納めていただきます。

年金を受給していない方

年金が年額１８万円未満の方

●普通徴収の方（納付書及び口座振替で納付する方）

　口座振替は、一度お申し込みいただければ指定した金融機関や郵便局の口座から自動的に引き落と

して保険料等を支払える便利な制度です。是非ご活用ください。

 口座振替のできる金融機関及び申し込み方法

　　金融機関名…　高知県農業協同組合 三原支所　／ゆうちょ銀行　三原郵便局

　　　　　　　　　　四国銀行 宿毛支店　／　幡多信用金庫 平田支店

　　申し込み方法…　各金融機関の窓口で行えます。

○本来、年金から天引きとなる「特別徴収」の方でも、下記に該当するときは一時的に納付書及び口

　座振替により納付していただくことになります。

　　・年度途中で６５歳になったとき（誕生日の翌月から納付）

　　・年度途中で他の市町村から転入したとき

　　・年度途中で所得段階の区分が変更となったとき

　　・年度途中で年金の受給が始まったとき

　　・年金が一時差し止めになったとき（年金担保等）

　　※介護保険料を納めないでいると、滞納期間に応じて次のような措置がとられます。

　　・１ 年 以 上…　介護サービスを受けた際に、いったん費用の全額を支払い、後から９割～７割

　　　　　　　　　　の保険給付分を村に請求します。（償還払い化）

　　・１年半以上…　一時的に保険給付の一部または全部が差し止められます。

　　・２ 年 以 上…　利用者負担が１割～３割から３割又は４割負担に引き上げられます。

　　　　　　　　　　また、高額介護サービス費や高額医療合算介護サービス費が支給されなくなり、

　　　　　　　　　　施設入所時の食事・居住費の負担限度額制度を利用出来ません。

ご不明な点等がございましたら、お問い合せください。

【問い合わせ先】　三原村役場　住民課 介護保険係   電話４６－２１１１
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令和３年度　特設相談所日程

令和３年度　相談所開設の日程が決まりました

人権擁護委員制度を知っていますか。
6月1日は人権擁護委員法が施行された日です。

　高知行政監視行政相談センターの職員と人権擁護委員の津野寿雄さん、東幸美さん、心配ごと

相談委員の山川政幸さんが、皆さんの悩みや人権の相談を行います。

　「人権」とは，「人が幸せに生活するために必要な権利」です。

　人権擁護委員は，現在，高知県内に約180名が配置されており，地域住民の皆さんが，人権

について関心を持ってもらえるような啓発活動を行ったり，法務局や市役所などの公共施

設，デパート等において，家庭や職場内における問題，コロナに関する差別問題，セクハラ，

ＤＶ，いじめ，インターネット上の誹謗中傷など，人権問題に関するあらゆる相談をお受け

します。相談は，無料であり，秘密厳守となっていますので，一人で悩まずお気軽に法務局

又は人権擁護委員にご相談ください。

　令和3年6月1日の「人権擁護委員の日」に合わせて，県内各地域で「全国一斉特設人権相談

所」を開設します。お問い合わせは，最寄りの法務局まで，お尋ねください。

場所：農業構造改善センター（宮ノ川1130番地）

※費用は無料で、相談内容の秘密は厳守します。お気軽にご相談ください。

年月日（曜日）

３年0４月12日（月）

３年0６月0７日（月）

３年0８月16日（月）

３年10月18日（月）

３年12月0６日（月）

４年02月0７日（月）

開設時間

10:00～12：00

13:00～15：00

（行政相談は午後のみ）

担当委員名

津野　寿雄

東　幸美

山川　政幸

相談内容

行政・人権・心配ごと
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「全国共通人権相談ダイヤル みんなの人権110番」
　全国の法務局では，下記のとおり，全国統一の電話番号により人権相談を受け付けています。

お気軽に御相談ください。

記

１　時　　間 　平日の午前８時３０分から午後５時１５分まで

２　電話番号 　（ナビダイヤル）０５７０―００３－１１０
　　　　　　　　※一部のＩＰ電話からは御利用できない場合があります。

３　取扱内容　差別待遇，コロナ問題，暴行・虐待，ハラスメント，いじめ・体罰，名誉毀損　

　　　　　　　・プライバシー侵害等人権問題に関するあらゆる相談

４　そ の 他　相談は無料，秘密は厳守します。

　　　　　　　法務局職員又は人権擁護委員が相談に応じます。

高知県宅地建物取引業協会から高知県宅地建物取引業協会から

「不動産に関する無料相談」開催のお知らせ「不動産に関する無料相談」開催のお知らせ

高知県宅地建物取引業協会から

「不動産に関する無料相談」開催のお知らせ

 高知県宅建協会では消費者の皆様を対象として、不動産（土地・住まい）に関する問題等に

ついて、専門の相談員がお答えする「不動産に関する無料相談」を高知県下で巡回開催して

います。令和3年度は下記により四万十市にて開催します。お困りのことがございましたら、

お気軽にお越しください。

記

１日　時　：　令和3年4月15日(木)午後1時から午後4時

２場　所　：　四万十市社会福祉センター　小会議室

　　　　　　　（四万十市右山五月町8番3号　電話 0880-35-3011）

３問合先　：　公益社団法人高知県宅地建物取引業協会

　　　　　　　〒780-0901

　　　　　　　　高知市上町1丁目9番1号　高知県不動産会館

　　　　　　　　電話　088-823-2001

（ゼロゼロみんなのひゃくとおばん）
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　日本は世界有数の地震多発国で、古来から数多くの地震に見舞われてきました。
　　その中でも、未曾有の被害が発生した
　　　○　阪神・淡路大震災（平成７年１月17日）
　　　　　死者・行方不明者約6,400人、家屋全半壊約25万棟
　　　○　東日本大震災（平成23年３月11日）
　　　　　死者・行方不明者約１万9,000人、家屋全半壊約40万棟
　は、我が国の災害史に大きな爪痕を残しました。
　　その後、Ｈ28熊本地震やＨ30北海道胆振東部地震では震度７を観測し、大きな被害が出たほか、大
　阪府北部においても震度６弱を観測する地震が発生するなど、改めて地震の恐ろしさ、発生予測の困
　難さを認識させられました。

◎　南海トラフ地震の発生確率等
    次回の南海トラフ地震の規模・発生確率は次のとおり想定されています。

◎　南海トラフ地震の被害想定
　平成25年５月、高知県が発表した南海トラフ地震の被害想定によると、最悪の場合、本県での被害は
次のとおり推計されています。

～ 日頃からの備え ～
①家庭での防災会議　
　　大地震の時、家族が慌てず行動できるように、日頃から家庭で防災に関する話し合いを行い、非常
　持出品（袋）のある場所、避難場所・避難経路、お互いの連絡方法等を決めておきましょう。
②防災訓練への参加
　　県や市町村、自主防災組織等が行う防災訓練に積極的に参加して、消火・救助活動、避難経路と避難
　場所の確認等防災行動力を身に付けましょう。
③住宅の耐震診断・耐震補強と家具等の固定
　　阪神・淡路大震災では犠牲者の８割以上が、熊本地震でも７割以上が住宅等の倒壊による圧死でし
　た。住宅の耐震補強と転倒のおそれのある工作物の補強、大きな家具類等の固定をしておきましょう。
④非常持出品等の準備
　　避難する際に最低限必要なもの『懐中電灯、携帯ラジオ、現金（小銭）、服用中の薬、貴重品等』を非常
　持出袋に入れて準備をしておきましょう。
　　避難する際に落下物や割れたガラスで足が傷つくのを防ぐため、枕元にヘルメットと運動靴等の
　履き物を備えておきましょう。
　　また、地震の揺れにより歪んだ玄関戸等をこじ開けるため、扉の近くにバールを準備しておくこと
　も有効です。

宿毛警察署からのお知らせ

〜津波・地震・災害に備えよう〜

50年以内
90％程度もしくはそれ以上

30年以内
70％～80％

10年以内
30％程度

揺れ
80,000棟

がけ崩れ
710棟

火災
5,500棟

津波
66,000棟

全壊
153,000棟

M８～M９

予想される地震規模
（マグニチュード）

地震発生確率

建物被害（全壊）

揺れによる建物倒壊
5,200人

がけ崩れ
110人

火災
500人

津波
36,000人

死者合計
42,000人

人的被害（死者）

※　文科省地震調査研究推進本部（R３.１.１）

※高知県発表（H25.５）
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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

住宅用火災警報器に関するお問い合わせは・・・
幡多西部消防組合 三原分署 予防係  ℡ 0880-46-2629

現在、すべての住宅に住宅用火災警報器設置義務があります！

●寝室
　必ず寝室に使う部屋すべてに設置してください！
●階段
　2 階以上に寝室があれば、階段にも設置が必要です。

●台所（任意設置）
　設置義務はありませんが、あると安心です。設置する場合はI熱式Iの
設置をおすすめします。

設置義務

住宅用火災警報器を付けましょう！

任意設置

　三原分署では毎年、住宅用火災警報器の設置率調査を様々な方法で行っております。今年度は

4月～5月上旬にかけて村内のご家庭を無作為に選出し、三原分署職員が直接訪問調査を致します

のでご協力のほどよろしくお願い致します。

　また、消防職員や消防団員を騙り住宅用火災警報器や消火器を高値で販売しようとする悪質業

者にはご注意ください。消防職員等が住宅用火災警報器や消火器を販売することはありません。

令和3年度住宅用火災警報器　設置率調査協力のお願い

令和3年3月1日に三原村消防団、幡多西部消防組合三原分署
が「春の火災予防運動　防火パレード」を行いました。村内
各地区を消防車で巡回し火災予防の呼びかけを行いました。

春の火災予防運動　防火パレード実施

～おうち時間　家族で点検　火の始末～

9 2015.122015.12月号月号 広報広報 みはらみはら13 2021.14月号 広報 みはら



国際交流員の

トーマス・キャノンです！
vol.16

こんにちは。こんにちは。

　日常の中で一日は長く感じても、一週間、一ヶ月という時間は一瞬で過ぎていきます。　日常の中で一日は長く感じても、一週間、一ヶ月という時間は一瞬で過ぎていきます。

新年の覚悟やお正月について話したのが昨日のようですが、外を見ると春が近づいてい新年の覚悟やお正月について話したのが昨日のようですが、外を見ると春が近づいてい

るというより、もう春になりました。春はとても待ち遠しかったです。家での巣ごもりをるというより、もう春になりました。春はとても待ち遠しかったです。家での巣ごもりを

終わらせて、天気のいい週末は、なるべく外へ出かけたいです。最近は、のいち動物公園へ終わらせて、天気のいい週末は、なるべく外へ出かけたいです。最近は、のいち動物公園へ

彼女と一緒に行ったり、道の駅　四万十とおわで「四万十川ジップライン」や仁淀川でパ彼女と一緒に行ったり、道の駅　四万十とおわで「四万十川ジップライン」や仁淀川でパ

ラグライダーを体験したりする計画を立てています。とても楽しみです。ラグライダーを体験したりする計画を立てています。とても楽しみです。

　それ以外、暇な時には家でくつろいでいます。でも、3月になり、学校の3学期がもうすぐ　それ以外、暇な時には家でくつろいでいます。でも、3月になり、学校の3学期がもうすぐ

終わります。僕の経験上、学校が４学期まであり、３月は３学期の途中です。学校は６月上終わります。僕の経験上、学校が４学期まであり、３月は３学期の途中です。学校は６月上

旬まであることに慣れているので、日本のようにわずか２ヶ月しかないのはリズムが狂旬まであることに慣れているので、日本のようにわずか２ヶ月しかないのはリズムが狂

います。いつもの年と違い給食は子供たちと一緒に食べず、マスクのせいであまり表情がいます。いつもの年と違い給食は子供たちと一緒に食べず、マスクのせいであまり表情が

見えないなど、子供たちと触れ合う機会が少し減って残念です。それでも、教師目線で見見えないなど、子供たちと触れ合う機会が少し減って残念です。それでも、教師目線で見

ると、子供たちが一生懸命勉強したり、遊んだりする姿を見るたびに僕は励まされます。ると、子供たちが一生懸命勉強したり、遊んだりする姿を見るたびに僕は励まされます。

悲喜こもごもです。日によっては保育所と小中学校の全てに英語を教えに行くので、一日悲喜こもごもです。日によっては保育所と小中学校の全てに英語を教えに行くので、一日

に三つの授業を教えるのは大変です。先生たち、特に子供の元気さに負けない保育所と小に三つの授業を教えるのは大変です。先生たち、特に子供の元気さに負けない保育所と小

学校の先生たちは、改めて尊敬します。僕ももっと頑張らなければならないです。学校の先生たちは、改めて尊敬します。僕ももっと頑張らなければならないです。

　三原村に住み始めて三年になりますが、慣れていると、一時的に日本にいることまで忘　三原村に住み始めて三年になりますが、慣れていると、一時的に日本にいることまで忘

れる時があります。三原に住むのが当たり前と思い始めるのはいい事だと思います。でもれる時があります。三原に住むのが当たり前と思い始めるのはいい事だと思います。でも

その反面、自分の資格を疑う時もあり、ここにいることは本当に良いのかと悩む時もありその反面、自分の資格を疑う時もあり、ここにいることは本当に良いのかと悩む時もあり

ます。非現実的な期待を抱えて、「まだ分からない日本語がたくさんある。本当に役に立てます。非現実的な期待を抱えて、「まだ分からない日本語がたくさんある。本当に役に立て

ているだろうか。先生として駄目じゃないか」などと考える時もあります。インポスターているだろうか。先生として駄目じゃないか」などと考える時もあります。インポスター

症候群という自分の成功を肯定できず、周りを騙しているのではないかという気持ちに症候群という自分の成功を肯定できず、周りを騙しているのではないかという気持ちに

なることを少なからず経験した人もいるかもしれません。なることを少なからず経験した人もいるかもしれません。

　しかし、裏を返せばこういう気持ちになるということは自分の人生が思ったより上手　しかし、裏を返せばこういう気持ちになるということは自分の人生が思ったより上手

くいっていることを示しているので、もっと感謝の気持ちを忘れずに先生としても国際くいっていることを示しているので、もっと感謝の気持ちを忘れずに先生としても国際

交流員としても頑張ります。交流員としても頑張ります。

　これからもよろしくお願いします。お体気をつけてね。　これからもよろしくお願いします。お体気をつけてね。

こんにちは。

　日常の中で一日は長く感じても、一週間、一ヶ月という時間は一瞬で過ぎていきます。

新年の覚悟やお正月について話したのが昨日のようですが、外を見ると春が近づいてい

るというより、もう春になりました。春はとても待ち遠しかったです。家での巣ごもりを

終わらせて、天気のいい週末は、なるべく外へ出かけたいです。最近は、のいち動物公園へ

彼女と一緒に行ったり、道の駅　四万十とおわで「四万十川ジップライン」や仁淀川でパ

ラグライダーを体験したりする計画を立てています。とても楽しみです。

　それ以外、暇な時には家でくつろいでいます。でも、3月になり、学校の3学期がもうすぐ

終わります。僕の通っていた学校は４学期まであり、３月は３学期の途中です。学校は６

月上旬まであることに慣れているので、日本のようにわずか３ヶ月しかないのはリズム

が狂います。いつもの年と違い給食は子供たちと一緒に食べず、マスクのせいであまり表

情が見えないなど、子供たちと触れ合う機会が少し減って残念です。それでも、教師目線

で見ると、子供たちが一生懸命勉強したり、遊んだりする姿を見るたびに僕は励まされま

す。悲喜こもごもです。日によっては保育所と小中学校の全てに英語を教えに行くので、

一日に三つの授業を教えるのは大変です。先生たち、特に子供の元気さに負けない保育所

と小学校の先生たちは、改めて尊敬します。僕ももっと頑張らなければならないです。

　三原村に住み始めて三年になりますが、慣れていると、一時的に日本にいることまで忘

れる時があります。三原に住むのが当たり前と思い始めるのはいい事だと思います。でも

その反面、自分の資格を疑う時もあり、ここにいることは本当に良いのかと悩む時もあり

ます。非現実的な期待を抱えて、「まだ分からない日本語がたくさんある。本当に役に立て

ているだろうか。先生として駄目じゃないか」などと考える時もあります。インポスター

症候群という自分の成功を肯定できず、周りを騙しているのではないかという気持ちに

なることを少なからず経験した人もいるかもしれません。

　しかし、裏を返せばこういう気持ちになるということは自分の人生が思ったより上手

くいっていることを示しているので、もっと感謝の気持ちを忘れずに先生としても国際

交流員としても頑張ります。

　これからもよろしくお願いします。お体気をつけてね。
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　独立行政法人国際協力機構（以下、「JICA」という。）は、下記の要領で「JICA 海外協力隊」の2021

年春募集を行います。

　世界約７０ヵ国、計画・行政、公共・公益事業、農林水産、鉱工業、エネルギー、商業・観光、人的資

源、保健・医療、社会福祉の９分野、約120職種の仕事がいま必要とされています。

　あなたの技術・経験を開発途上国で生かしてみませんか？

　現地の人々と協働しながら、人づくり、国づくりに協力します。

　なお、2019年春募集よりボランティア制度が大きく変更されていますので、詳しくはウェブ上

でご確認ください。

募集期間

　2021年５月２０日（木）～2021年６月３０日（水）　日本時間　正午締め切り

　※原則ウェブ応募となります。

応募資格

　生年月日が、1957年７月２日から2001年4月2日までの日本国籍を持つ方

　※一般案件の一部の要請は45歳以下の方（生年月日が1975年7月2日以降の方）が対象です。

■詳しくはJICA海外協力隊ウェブサイトを参照ください。

　https://www.jica.go.jp/volunteer/

■問合せ先

　JICA海外協力隊募集事務局　042-404-5021（平日10:00~12:00、13:00~17:00）

　JICA四国　087-821-8825（平日9:30~17:30）

「JICA 海外協力隊募集」
～世界もあなたも、可能性に満ちている。～
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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

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

た のた の ゆ き のゆ き の

田野 友紀乃田野 友紀乃ちゃんちゃん
（令和3年1月24日令和3年1月24日生まれ）生まれ）
父：父：王大王大さんさん　母：母：やよいやよいさんさん

た のた の ゆ き のゆ き の

田野 友紀乃田野 友紀乃ちゃんちゃん
（令和3年1月24日令和3年1月24日生まれ）生まれ）
父：父：王大王大さんさん　母：母：やよいやよいさんさん

た の ゆ き の

田野 友紀乃ちゃん
（令和3年1月24日生まれ）
父：王大さん　母：やよいさん

三原村展示会 ～村に聖火を見に行こう～～村に聖火を見に行こう～三原村展示会 ～村に聖火を見に行こう～

　２月２７日（土）、農業構造改善セン

ターにて、東京２０２０オリンピック聖

火の展示がおこなわれ、村内外から５６

３名が来場されました。

　2020年度は新型コロナウイルス感染

症の影響で多くのイベントが中止されま

したが、聖火を間近で観覧できる貴重な

機会になったのではないかと思います。

編集・三原村役場総務課

三原中卒業生記念植樹
　三原中学校卒業生が、村のために何か自分たちで残せるものをとの一心から星ヶ丘ヒメノ
ボタンの里へのクヌギの植樹と、公園の管理のための寄付を行いました。これらには、卒業生
たちが高知市で行った村特産品の販売実習の利益が充てられました。皆様、ご卒業おめでとう
ございます。


