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人口と世帯数│総人口 : 1,475 人│男 : 723 人│女 : 752 人│世帯数 : 765世帯
（令和2年8月31日現在）（令和2年8月31日現在）（令和3年8月31日現在）
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○村県民税　第３期　令和３年１１月　１日

○国保税　　第４期　令和３年１１月　１日

○国保税　　第５期　令和３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

高知

稲刈り

小学4年生小学4年生
稲刈り体験学習稲刈り体験学習



今がチャンス！！
5千円分の地域振興券
がもらえますマイナンバーカードマイナンバーカードマイナンバーカード

作って便利に！！

　　　　使って三原の経済活性に！！

（１）令和3年１０月１５日現在、有効なマイナンバーカードをお持ちの方

　　又はマイナンバーカードの申請確認ができた方

　　⇒１０月下旬以降順次郵送します

（２）令和3年10月16日から１２月２８日までにマイナンバーカードの申請が確認

　　できた方及び有効なマイナンバーカードを所持し三原村に転入をしてきた方

　　⇒役場窓口で直接お渡しします
　　 利用期限までにお早めにお越しください

交付対象者
及び

交付の方法

地域振興券
金　　額 1人につき１セット　5,000円（500円×10枚）

利用期限 令和3年11月1日　～　令和4年1月31日

そ の 他
村民全員が対象の「三原村地域振興券」と同様の地域
振興券となりますので、詳しい内容は地域振興課に
お問い合わせください

　新型コロナウイルス感染症拡大により社会が変容する中、令和3年9月1日内閣にデジタル

庁が設立され、マイナンバーカードを基盤とするデジタル社会の構築が進んでいます。

　村ではマイナンバーカードの普及促進を図るため、12月28日までにマイナンバーカードの

申請が確認できた方及びすでにマイナンバーカードをお持ちの方に対して、村内で使える

5千円分の地域振興券を配布します。

　この機会にぜひ、マイナンバーカードを取得しませんか？
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〇 期間　　令和3年10月1日～令和4年1月31日
　　　　　（地域振興券の交付対象期間は12月28日までですのでご注意下さい）　

〇 受付　   三原村役場　窓口　※原則予約制です

〇 予約方法
　 三原村ホームページ内のオンライン予約（http://www.vill.mihara.kochi.jp/）
　 または電話予約（☎46-2111）をお願いします

マイナンバーカードの申請をサポートしています!!

〇場所：各地区集会所
～ 日程表 ～

～ 申請手順 ～

10/11（月）

10/12（火）

10/13（水）

10/14（木）

10/15（金）

9:30 ～ 11:30

皆尾

上下長谷

来栖野

上長谷

下長谷

15:30 ～ 16:30

下切

星ヶ丘（15:40～）

狼内

広野

13:30 ～ 14:30

亀ノ川

宮ノ川（15:30迄）

成山

芳井

8：30　～　17：15
8：30　～　20：00

10：00　～　16：00
（ただし12：00～13：00は除く）

 10月/9日 ・23日　11月/13日・ 27日
12月/11日・ 25日　1月 /8日・ 22日

月・水・金
火・木

第2・第4土曜日

柚ノ木

①日程を確認し
　集会所に行く

②顔写真を
　撮影する

③申請書に
　記入する

地域振興券
マイナンバーカード
が郵送で届く

（送付日は別々です）

ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞの業務時間延長しています

役場でも

〇お持ちいただくもの
①身分証明証
　・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
②個人番号カード交付申請書
③通知カード
　※数字4桁の暗証番号を事前に考えていただくと、お手続きがスムーズです

無ければ不要です
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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.nenkin.go.jp/）に掲載さ

れる予定（令和３年１０月上旬予定）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３年１０月下

旬予定）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、次のダイ

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！

令和３年１0月下旬から

11月上旬にかけて順次発送

令和４年２月上旬

発送時期 対　象　者

①

②

令和３年１月１日から令和３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１０月１日から令和３年１２月３１日

までの間に国民年金保険料を納付された方

（①の対象者は除きます。）

※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日はご利用できません。
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　令和５年10月１日から、消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式（インボイス
制度）が導入されます。登録事業者になるには、令和３年10月１日から令和５年３月31日までの間
に申請が必要です！
　「制度について知りたい」という方は、説明会（無料）に是非ご参加ください。

説明会は事前予約制ですので参加される方は右下のお問い合わ
せ先にお電話いただき、事前の予約をお願いします。

電話によるお問い合わせ等は、
自動音声案内により案内してい
ますので、「２」を選択（プッシュ
又はダイヤル）してください。

〒７８７-００２２
四万十市中村新町４-４
中村税務署　法人課税部門
電話０８８０-３５-２１３５

インボイス制度に関する
最新の情報は、国税庁ホ
ームページの「インボイ
ス制度特設サ
イト」をご覧
ください。

※１　感染症等まん延防止の観点から、定員に達した場合はご参加いた
　　　だけない場合があります。
　２　感染症等の状況又はその他の事情により、延期若しくは中止とな
　　　る場合があります。なお、延期等となる場合はご予約いただいた
　　　連絡先へ電話により連絡させていただきます。

令和３年以降の年末調整説明会開催取りやめのお知らせ
　新型コロナウイルス感染症の発現に伴い、社会全体がこれまでとは異なる「新たな日常」に

向けて変化している中、行政についても各種事務手続きのデジタル化を進めるための取組を行

っています。

　このような状況を踏まえ、年末調整に係る情報提供体制についても見直しを図り、これまで

税務署主催で実施していた年末調整説明会は、令和３年以降実施しないこととし、デジタル技

術を駆使した情報提供体制（動画配信を中心とした「いつでも」「どこからでも」必要な情報

を得られるような体制）とすることとしました。

　なお、年末調整に関する各種情報については、国税庁ホームページに「年末調整特集ペー

ジ」の作成を予定（11月掲載予定）していますので、こちらのページを御覧ください。

中村税務署からのお知らせ

消費税インボイス制度説明会について
事前予約

制

説明会の開催日程

お問い合わせ先

開催時間

10：00～11：00

14：00～15：00

10：00～11：00

14：00～15：00

10：00～11：00

15：00～16：00

開　催　日

令和３年
10月21日(木)

令和３年
11月15日(月)

令和３年
12月14日(火)

定 員

各

20名

各

20名

各

20名

開　催　場　所

中村税務署　2階大会議室
（四万十市中村新町４-４）

中村税務署　２階大会議室
（四万十市中村新町４-４）

中村税務署　2階大会議室
（四万十市中村新町４-４）

YouTube 国税庁動画チャンネルでは、
消費税インボイス制度説明会と同様の内容
について、無料動画を公開しています。

動画チャンネルへ
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　後期高齢者医療の被保険者を対象に、歯・歯肉の状態や口腔内の衛生状態等をチェックし、口腔機
能の維持・向上、全身疾患の予防等につなげるため、歯科健診を実施します。
　みなさまのお口の健康状態を知る良い機会となりますので、後期高齢者の特性に合わせた歯科健診
を受診しましょう。

■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です。
　　（長期入院患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、歯科健診の対象から除いています。）
　①前年度 75歳年齢到達者（昭和 20年４月１日～昭和 21年３月 31日生まれの方）と前年度に後期
　　高齢者医療の歯科健診を受診した方には、受診券を事前送付します。
　②①以外の方は、お住まいの市町村や広域連合に申込みすることで受診券が発行され、健診を受け
　　ることができます。
　　
■自己負担・・・無料　　※治療が必要な場合の治療費は自己負担

■受診回数・・・実施期間内に１回

■受診方法・・・事前に、受診を希望する登録歯科医院を予約して、受診して下さい。　　

■健診実施期間（令和 3年度）
　令和 3年 10月 1日～令和 4年 2月 28日（5か月間）

■持ち物・・・被保険者証、受診券、問診票、入れ歯、お薬手帳

■健診項目
　①歯の状態　　②咬合の状態　　③そしゃく機能　　④舌・口唇機能　　　⑤えんげ機能
　⑥口腔乾燥　　⑦粘膜の異常　　⑧口腔衛生状況　　⑨歯周組織の状況　　⑩問診　

■実施機関・・・受診券と同封の実施機関一覧表に記載されている登録歯科医院
　　　　　　　　（受診券発送前の実施機関の確認は、下記までお問い合わせください。）

■健診結果・・・健診当日、受診した歯科医院で結果説明が行われます。

■その他
　・歯科健診は、実施期間内に１回のみ無料の対象です。後日、重複受診が判明した場合は、費用を請求
　　します。
　・健診結果は、保健指導などに活用させていただきますのでご了承ください。
　
　　　　　　　　　　お問い合わせ先　三原村住民課（電話 46-2111）

後期高齢者医療の歯科健診を受けましょう 
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預けて安心！自筆証書遺言書保管制度
　法務局では、「自筆証書遺言書保管制度」に関する事務を取り扱っています。

　自筆証書遺言は、ご自分で手軽に作成でき、自由度が高く、相続をめぐる紛争を防止するための

有効な手段ですが、遺言書を作成した本人の死亡後、相続人等に発見されなかったり、一部の相続

人等により改ざんされる等のおそれがあります。

　これらの問題点を解決するため、ご自身の財産を家族へ確実に託す方法の一つとして、自筆証

書遺言を検討される際には、ぜひ本制度をご活用ください。

　なお、自筆証書遺言書保管制度に係る全ての手続には予約が必要です。

　「自筆証書遺言書保管制度」の詳しい内容や手続・予約方法は、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。

【お問い合わせ先】

　高知地方法務局四万十市局 TEL0880-34-1600

【法務省ホームページ】

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

９月２４日～９月３０日は結核予防週間です
　結核は、過去の病気じゃありません。　痰がからむ咳、微熱、だるさが２週間以上続いたら、結核

の可能性があります。元気な肺で過ごすために、下記にあります結核検診（レントゲン）を受診し、

異常があれば医療機関の受診をお願いします。

がん検診・特定健診を受診しましょう
　１０月２７日（水）　農業構造改善センター　で総合健診を実施します。

　普段体調が良いと思っている方も、検査してみると異常が見つかることがあります。早い段階

で発見できると早めの治療にもつながりますので、この機会にぜひ受診してください。

※７０歳以上と生活保護世帯の方は無料です

申込みやお問合せは　役場住民課【電話：０８８０－４６－２１１１】までお願いします。

検診名 受付時間 対象者 料金 備考

無料

8：30～10：00

基本健診
・75歳以上の方
・20～39歳の国民
　健康保険加入の方

計測・血液検査・尿検査・診
察・問診などを行います

肺がん検診・
結核検診

7：30～9：30

肺がん検診(40～64歳)と結
核検診(65歳以上)の内容は
どちらも胸部レントゲン撮
影です

４０歳以上の方
7：30～10：00

バリウムを飲んでX線撮影胃がん検診 100円※

便潜血反応検査大腸がん検診 100円※

特定健診
40～74歳の国民健
康保険加入の方

無料65歳以上の方

100円※40～64歳の方

8：30～10：00子宮頸がん検診 子宮頸部の細胞診２０歳以上の女性 100円※

8：30～10：00前立腺がん検診 特定健診の会場で採血します５０歳以上の男性 100円※
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　県では、森林の有する多面的機能の維持・増進や林業の振興による中山間地域の経済の活性化に向け、持続可能な森づ
くりの推進に取り組んでいます。実施に当たっては、さまざまな補助事業が活用できますので、ぜひご検討ください。

上記は、国及び県の補助事業とそのおもな内容です。市町村によっては、独自の上乗せ（加算）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、事業によって補助要件等がございます。詳しくは、森林の所在する下記の林業事務所に
お問い合わせください。

― 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　　

幡多林業事務所：０８８０－３５－５９７７　　三原村農林業建設課林業振興係　0880-46-2111

〇保育間伐など

・造林事業（環境林整備事業）

　県が定めた標準単価の72%など

・造林事業（森林環境保全直接支援事業）

　県が定めた標準単価の68%など

・緊急間伐総合支援事業（公益林保全整備事業）

　定額80,000円/ha

保育間伐とは、森林の込み具合に応じて、樹
木の一部を伐採し、残った木の成長を促す作
業です。保育間伐を行うと、光が地表に届く
ようになり、下層植生の発達が促進され、森
林の持つ水源のかん養機能、
土砂災害防止機能、生物多様性
保全機能が増進します。

間伐や造林などに関する支援制度（令和3年度）

森林を手入れしたいとお考えの方

〇搬出間伐

・造林事業（森林環境保全直接支援事業）

　県が定めた標準単価の68%など　

・木材安定供給推進事業

　搬出材積によって171,000～623,000円/ha

・緊急間伐総合支援事業（森林整備支援事業）

　122,000～183,000円/ha　

間伐材を搬出したいとお考えの方
〇再造林など（鳥獣害防止施設含む）
・造林事業（特定森林再生事業）
　県が定めた標準単価の72%など
・造林事業（森林環境保全直接支援事業）
　県が定めた標準単価の68%など

再造林をお考えの方

〇再造林など
・森林資源再生支援事業
　県が定めた標準単価の27%
　（補助率68%の場合は合わせて95%）
〇保育間伐など
・みどりの環境整備支援交付金
　27,000~41,000円/ha

※国の補助事業に県が独自に上乗せを行う単独事業です。

県独自の加算事業

森林の有する多面的機能の維持・増進

施業を集約化し間伐等を推進

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。

〇 コウヨウザン（早生樹）
    の植栽　NEW
〇 耕作放棄地への
    新規植林　NEW
が補助対象になりました。
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土佐西南大規模公園の都市計画公園区域の
見直し（素案）に対する意見公募について

意見公募の期間

　令和３年 11月１日（月曜日）から令和３年 11月 30日（火曜日）まで

閲覧方法

　高知県公園下水道課ホームページ

　URL：http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/171801/

趣旨

　　土佐西南大規模公園は、黒潮町の佐賀地区・大方地区、四万十市の中村地区の沿岸部に位置

　し、幡多地域の特徴的な海岸地形や優れた自然・文化を生かした海洋性レクリエーション基地

　として昭和 47年に計画面積 446haで都市計画決定された公園です。

　　しかし、事業着手から約半世紀が経過し少子高齢化や人口減少の進行、防災・減災への住民

　意識の高まりなど、近年の社会情勢の変化に伴い、公園に期待される役割も変化しているため、

　これからのまちづくりの方向性を見据えた都市計画公園区域の見直しについて、県民の皆さま

　の意見を募集することとしました。

　　詳しくは高知県公園下水道課のホームページでお知らせします。

　国土交通省では、都道府県、高速道路会社などと連携して、９月から 11月までの間、全国で自動

車の使われ方などを調べる全国道路・街路交通情勢調査を実施しています。この調査のうち、自

動車起終点調査については、無作為に選定した自動車を保有する人・事業者の皆さまに対して、

自動車の利用実態をお答えいただく調査となっております。

　調査結果は、道路の計画や管理などの基礎となる重要な資料となるものです。調査の主旨をご

理解いただき、調査への協力をお願いいたします。

【問い合わせ】サポートセンター

　　　０１２０-８８８-５１７

　※午前９時～午後６時（日、祝日を除く）

全国道路・街路交通情勢調査自動車起終点調査
～自動車の利用実態に関する調査～への

ご協力をお願いします
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　被災建築物応急危険度判定とは、地震で被災した建物について、余震で倒壊するなどの危険

性があるかどうかを判定して表示を行うものです。国や地方公共団体、建築関係団体などが連

携し、被災地域に判定士を派遣して判定を行います。

　大きな地震が起きると建物は少なからずダメージを受け、倒壊は免れていても耐震性が低

下するなどの影響を受けている可能性があります。これらの建物は、その後の余震によって倒

壊したり部材が落下したりして人的被害を起こしかねません。このため、被災者がそのまま家

にいていいのか、避難所に避難した方がいいのかなどを判断するために、救命・救急・消防活動

と並行してできるだけ速やかに応急危険度判定を行う必要があります。

　その他の地震発生後の建物に関する判定として次のようなものがあります。これらは判定

の目的や基準がそれぞれ異なります。

■住家被害認定…「り災証明書」を発行する目的で被害程度を認定するもの

■被災度区分判定…建物の復旧対策を検討する目的で応急危険度判定後に建物の被災度を詳

　　　　　　　　　細に判定するもの

　また、建物と同様に、造成された宅地に対しても災害時の応急対策として危険度を判定する

制度があります。

■被災宅地危険度判定…地震や降雨等による宅地災害が広範囲に発生した後に、二次災害を

　　　　　　　　　　　防ぐ目的で被害の状況を把握して宅地の危険度を判定するもの

※降雨災害にも対応するところが建物の応急危険度判定と違います。

　それぞれの目的をご理解いただき、判定のための調査の際にはご協力くださいますようよ

　ろしくお願いします。

ご存じですか？被災建築物応急危険度判定ご存じですか？被災建築物応急危険度判定ご存じですか？被災建築物応急危険度判定ご存じですか？被災建築物応急危険度判定ご存じですか？被災建築物応急危険度判定

この建物に立ち入る

ことは危険です

この建物に立ち入る場合は

十分に注意してください

判定結果は３種類のステッカーを建物の出入口などに貼り付けて表示します。

ステッカーはそれぞれＡ３サイズです。

（赤）

この建物は使用可能です

（緑）（黄）
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例年、11月3日に開催しておりました三原村どぶろく・農林文化祭は新型コロナウィルス感染症

の影響により今年度は中止とさせていただきます。お楽しみにされていた村民の方々には大変

申し訳ありませんがご理解とご協力をお願いいたします。

四国デスティネーションキャンペーン（DC）
　10月1日から3ヶ月間、ＪＲグループ6社及び旅行会社の協力のもと、全国から四国への観光客誘致等を目

的とした国内最大級の観光キャンペーン「四国デスティネーションキャンペーン（ＤＣ）」が開催されます。

　期間中には、四国の観光スポットや新たな観光素材を求めて、全国から多くの方がお越しになりますの

で、「四国にまた行きたい。」と思っていただけるよう、「おもてなし」等について皆様のご理解とご協力を宜

しくお願いいたします。

◆開催期間：2021年10月1日～12月31日

◆お問い合わせ：四国デスティネーションキャンペーン推進委員会事務局

　　　　　　　  （一社）四国ツーリズム創造機構　087-813-0432

どぶろく・農林文化祭の中止のお知らせ

三原村の皆さま
　弊社では、三原村及び土佐清水市との行政界周辺において、風力発電所の建設を予定してお
り、本年秋ごろに国の環境影響評価法に基づく準備書の住民説明会を開催予定です（計画概要
は下図参照ください）。
　開催日時、場所等の詳細は、確定次第、新聞折込みなどでご案内いたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当：中渡瀬・嶋（070-4078-0105）

事業計画概要
（2021年8月時点の計画に基づく）

事業予定地

（発電設備）
三原村、土佐清水市の行政境周辺

（送変電設備）
高知県 三原村、宿毛市、四万十市
愛媛県 松野町、鬼北町

最大193,070kW
  （四国電力送配電株式会社に連系）

5,500kW級×約26基
4,200kW級×約13基　　計39基

※上図は5,500kW風車の概要です

発電出力

想定
風車基数

　　　　　　　　　　　　　　　　　

ハブ高さ
約104m

最大高さ
約 180m

ローター直径

約 158m
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2022年4月1日から女性活躍推進法に
基づく行動計画の策定等が義務となります！

高知県で働くすべての方へ。
意識したこと
ありますか？ 最低賃金最低賃金最低賃金最低賃金最低賃金

　女性活躍推進法が改正され、2022年（令和4年）4月1日から、常時雇用する労働

者が101人以上300人以下の事業主においては、女性活躍推進法に基づく一般事業

主行動計画の策定・届出や情報公表が義務となります。

【義務となるもの】

○一般事業主行動計画の策定（数値目標を1つ以上）

○一般事業主行動計画の社内通知、公表

○一般事業主行動計画を策定した旨の労働局への届出

○女性の活躍に関する情報公表（1項目以上、年1回以上）

　事業主の皆さんにおかれては、お早めに準備をお願いします。

【問い合せ先】高知労働局雇用環境・均等室　電話088-885-6041

これまでの
最低賃金 792円高知県

820円
高知労働局・労働基準監督署

必ずチェック最低賃金！使用者も、労働者も

【発行日】令和3年10月2日

従業員を101人以上雇用する事業主の皆さん！
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　林退共は昭和57年に発足した林業界で働く方のために国が作った退職金制度です。
　この制度は、事業主の方々が、従事者の働いた日数に応じて掛金となる共済証紙を共済手帳に貼り、その
従事者が林業界をやめたときに林退共から退職金を支払うという、いわば林業界全体の退職金制度です。

○掛金は、税法上について、法人では損金、個人企業では必要経費となります。
○掛金の一部を国が免除します。
○雇用事業主が変わっても退職金は企業間を通算して計算されます。

事業主の皆様へ
・共済証紙は労働日数に応じて適正に貼付して下さい。
・共済手帳を所持している従事者が林業界を引退するときは、忘れずに退職金を請求するよう指導して下
　さい。
詳しいことは、以下の連絡先へお問い合わせ下さい。

＜お問い合わせ先＞
独立行政法人勤労者退職金共済機構
林業退職金共済事業本部

〒170-8055　東京都豊島区東池袋1-24-1　ニッセイ池袋ビル
電話 03-6731-2889　　FAX 03-6731-2890
・ホームページでもご案内しております。
https://www.rintaikyo.taisyokukin.go.jp/

林業退職金共済制度（林退共）へ加入しませんか

　建退共制度は、中小企業退職金共済法に基づき建設現場労働者の福祉の増進と建設業を営む中小企業の

振興を目的として設立された退職金制度です。

　この制度は、事業主の方々が、労働者の働いた日数に応じて掛金となる共済証紙を共済手帳に貼り、その

労働者が建設業界で働くことをやめたときに建退共から退職金を支払うという、いわば業界全体での退職

金制度です。

　　　　　　　　　　　加入できる事業主：建設業を営む方

　　　　　　　　　　　対象となる労働者：建設業の現場で働く人

　　　　　　　　　　　掛金：日額310円（令和3年10月から日額320円）

★特徴

　◎国の制度なので安全、確実、申し込み手続は簡単です。

　◎掛金の一部を国が助成します。

　◎掛金は事業主負担となりますが、法人は損金、個人では必要経費として扱われ、税法上全額非課税とな

　　ります。

　◎事業主が変わっても退職金は企業間を通算して計算されます。

☆建退共から事業主の皆様へのお願い

　・共済証紙は、労働者の就労日数に応じて適正に貼付して下さい。電子申請方式の場合は、労働者の就労

　　日数に応じて退職金ポイントを適正に充当して下さい。

　・「建設業退職金共済手帳」を所持している労働者が、建設業界を引退するときは、忘れずに退職金を請求

　　するよう指導して下さい。

※詳しいことは最寄の建退共支部へお問い合わせ下さい。

　TEL 088-823-5662

知っていますか？建退共制度

建退共 検索
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　高知県では、毎年11月1日を高知県教育の日「志・とさ学びの日」（11月1日から7日までを「と

さ学びの週間」）と定め、県民に対し教育について知り、考えていただくきっかけづくりを行って

います。

　三原村においてもこの趣旨の浸透を図り、教育的な風土づくりにつなげていくため、11月を「み

はら学びの月」としています。その取り組みの一環としまして、保小中合同発表会及び生涯学習講

演会を開催いたします。

　詳細につきましては10月下旬ごろ、村内の主要施設にポスターを掲示しますので、そちらにてご

確認いただきますようお願いします。

❶第10回　保小中合同発表会 ～夢と希望・生きる「自信」と「勇気」を～
主催：三原保育所・三原小学校・三原中学校・三原村教育委員会

○ 日　時　　令和3年11月2日（火）　9：00 ～ 11：00

○ 会　場　　三原中学校体育館　司会　中学校生徒会執行部　　

プログラム

01 はじめのことば　　　　　　　　　　　　保育所　5歳児　そらぐみ

02 開会のあいさつ　　　　　　　　　　　　小学校児童会長

03『よさこい　希望の海へ』　　　　　　　 保育所　5歳児　そらぐみ

04 総合的な学習の時間の発表　　　　　　　中学校　3年生               

05 英語発表　　　　　　　　　　　　　　　中学校　全学年

～　みんなで歌おう英語のうた　～

～　休　憩　～

06 歌「おもちゃのチャチャチャ」「ねこだってサッカー」　　　小学校1，2年生

07 歌「世界中の子どもたちが」　合奏「ラ クンパルシータ」　  小学校3，4年生

08 合唱「小さな勇気」　 合奏「ルパン三世」　　　           　　小学校5，6年生　　

09 合奏「紅蓮華」　　 　　　　　　　　　　　　                    中学校　全 校

10 おわりのことば    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  中学校生徒会

❷生涯学習講演会
○ 日　時　　令和3年11月16日（火）　18：00 ～ 20：00

○ 場　所　　三原村中央公民館

※講演内容及び講師については調整中です。

「11月 みはら学びの月」について
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国際交流員の

トーマス・キャノンです！
vol.19

　日を追うごとに涼しくなってきました。秋の長雨も終わり、天気が良くなりましたね。　日を追うごとに涼しくなってきました。秋の長雨も終わり、天気が良くなりましたね。

花粉症に悩まされる春や汗だくになる夏に比べると、秋は散歩しやすく特に好きな季節花粉症に悩まされる春や汗だくになる夏に比べると、秋は散歩しやすく特に好きな季節

です。子供のころと違って、庭の落ち葉をかき集めたり、誕生日を家族と祝ったり出来まです。子供のころと違って、庭の落ち葉をかき集めたり、誕生日を家族と祝ったり出来ま

せんが、大人になってからはほとんど日本に住んでいたので、慣れています…と言いたいせんが、大人になってからはほとんど日本に住んでいたので、慣れています…と言いたい

ところですが、文化に溶け込むことはそんなに簡単ではありません。今でも小さなストレところですが、文化に溶け込むことはそんなに簡単ではありません。今でも小さなストレ

スが溜まる時がありますが、それが普通です。成長していく中で、つまずいたりするのはスが溜まる時がありますが、それが普通です。成長していく中で、つまずいたりするのは

当たり前です。当たり前です。

　慣れている三原村なのに、まだまだ知らないことがあって疲れます。言語はもとより、　慣れている三原村なのに、まだまだ知らないことがあって疲れます。言語はもとより、

価値観、食生活、趣味、経験、教育、体格、考え方さえも違うので、他の人から見ると普通に価値観、食生活、趣味、経験、教育、体格、考え方さえも違うので、他の人から見ると普通に

生活できていると思っても、実際は文化的なギャップを感じて混乱することがあります。生活できていると思っても、実際は文化的なギャップを感じて混乱することがあります。

来日する前に、アメリカと日本の違いをあらかじめ学習して心の準備をしていましたが、来日する前に、アメリカと日本の違いをあらかじめ学習して心の準備をしていましたが、

日常の小さな違いには不意打ちを食らいます。例えば日本の車は右ハンドルですが、アメ日常の小さな違いには不意打ちを食らいます。例えば日本の車は右ハンドルですが、アメ

リカは左ハンドルのため、今でも時々助手席から乗ってしまうことがあります。また、僕リカは左ハンドルのため、今でも時々助手席から乗ってしまうことがあります。また、僕

は豆乳が好きですが、日本のスーパーはお店によって商品を置いている場所が違うので、は豆乳が好きですが、日本のスーパーはお店によって商品を置いている場所が違うので、

見つけにくいです。愚痴をこぼすように見えるかもしれませんが、こういった小さなこと見つけにくいです。愚痴をこぼすように見えるかもしれませんが、こういった小さなこと

でも、ストレスの原因になります。でも、ストレスの原因になります。

　僕はマイナス思考になると、「アメリカに帰ったら、ずっと現地で生活していた人たち　僕はマイナス思考になると、「アメリカに帰ったら、ずっと現地で生活していた人たち

の中に溶け込めるかなあ」とか「日本で過ごしても、日本人と違って特別な存在のようにの中に溶け込めるかなあ」とか「日本で過ごしても、日本人と違って特別な存在のように

しか扱われないんじゃないかなあ」といった考えが浮かびます。孤独や居場所がないと感しか扱われないんじゃないかなあ」といった考えが浮かびます。孤独や居場所がないと感

じるのは当然のことで、二つ以上の文化を学んでいる人が陥りやすい悩みです。でも、普じるのは当然のことで、二つ以上の文化を学んでいる人が陥りやすい悩みです。でも、普

段はそういったことは思いません。アメリカと日本の文化を学んだおかげで、他の人に比段はそういったことは思いません。アメリカと日本の文化を学んだおかげで、他の人に比

べたら、学習したこと、友達になった人、読むことができる本等全てが二倍あるからです。べたら、学習したこと、友達になった人、読むことができる本等全てが二倍あるからです。

より豊かな生活を楽しめていると思います。異文化への適応力はこれからもっと気を付より豊かな生活を楽しめていると思います。異文化への適応力はこれからもっと気を付
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　広報で書くことについても記録しているので、次回はもっとおもしろく書きます。よろ　広報で書くことについても記録しているので、次回はもっとおもしろく書きます。よろ

しくお願いします。しくお願いします。

　日を追うごとに涼しくなってきました。秋の長雨も終わり、天気が良くなりましたね。

花粉症に悩まされる春や汗だくになる夏に比べると、秋は散歩しやすく特に好きな季節

です。子供のころと違って、庭の落ち葉をかき集めたり、誕生日を家族と祝ったり出来ま

せんが、大人になってからはほとんど日本に住んでいたので、慣れています…と言いたい

ところですが、文化に溶け込むことはそんなに簡単ではありません。今でも小さなストレ

スが溜まる時がありますが、それが普通です。成長していく中で、つまずいたりするのは

当たり前です。

　慣れている三原村なのに、まだまだ知らないことがあって疲れます。言語はもとより、

価値観、食生活、趣味、経験、教育、体格、考え方さえも違うので、他の人から見ると普通に

生活できていると思っても、実際は文化的なギャップを感じて混乱することがあります。

来日する前に、アメリカと日本の違いをあらかじめ学習して心の準備をしていましたが、

日常の小さな違いには不意打ちを食らいます。例えば日本の車は右ハンドルですが、アメ

リカは左ハンドルのため、今でも時々助手席から乗ってしまうことがあります。また、僕

は豆乳が好きですが、日本のスーパーはお店によって商品を置いている場所が違うので、

見つけにくいです。愚痴をこぼすように見えるかもしれませんが、こういった小さなこと

でも、ストレスの原因になります。

　僕はマイナス思考になると、「アメリカに帰ったら、ずっと現地で生活していた人たち

の中に溶け込めるかなあ」とか「日本で過ごしても、日本人と違って特別な存在のように

しか扱われないんじゃないかなあ」といった考えが浮かびます。孤独や居場所がないと感

じるのは当然のことで、二つ以上の文化を学んでいる人が陥りやすい悩みです。でも、普

段はそういったことは思いません。アメリカと日本の文化を学んだおかげで、他の人に比

べたら、学習したこと、友達になった人、読むことができる本等全てが二倍あるからです。

より豊かな生活を楽しめていると思います。異文化への適応力はこれからもっと気を付

けて、生活習慣や価値観についてさらに詳しく考えたいと思います。幸いなことに、異文

化適応力は上達できる技術なので、経験を積めば、もっと良くなっていくと思います。今

後も適応力を身に付けるために、いろんなことを学んでいきたいです。

　適応力といえば、今年の夏休みはちゃんと前もって、計画を立ててゆっくり過ごせまし

た。コロナが少し落ち着いていた時期に徳島と香川に友達と行きました。初めて鳴門の渦

潮を見たり、友達と美味しい食べ物を食べたり、藍染め体験をしたり、久しぶりに旅行を

楽しめました。それ以外には自作の短編小説や日々の日記を書き始めました。まだ、英語

だけで書いているので、いつか日本語で書けるようになるか翻訳すればぜひ、読んでみて

ください。

　広報で書くことについても記録しているので、次回はもっとおもしろく書きます。よろ

しくお願いします。
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ジョブカフェこうちの
オンライン相談をご利用ください

　高知県就職支援相談センター（ジョブカフェこうち）ではオンライン相談を行っています。ＷＥＢ面
接の練習にもお気軽にご利用ください。

相談日時：年末年始を除く毎日、午後、１回 30 分程度（３営業日前までに要予約）
内　　容：キャリアコンサルタントによる就職相談、ＷＥＢ面接練習
　　　　　※就職相談の他にも、職場体験などのメニューで若者から就職氷河期世代（35 ～ 50 歳）
　　　　　の就職を支援しています。
問合せ先：高知県就職支援相談センター（ジョブカフェこうち）
　　　　　【本部】高知市帯屋町２丁目１－３５　TEL 088-802-1533
　　　　　【サテライト（幡多）】四万十市右山五月町８－１３　TEL 0880-34-7730
 
          　　詳しくはこちら　→

　『無料合同労働相談会を開催します』

　「職場でパワハラを受けている」、「退職させてもらえない」、「突然解雇された」といった 職場の様々

な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、社会保険労務士や行政機関の労働相談員といった専門家が面談又は電話

により相談に対応しますので、お悩みの解決に向けたアドバイスを受けることができます。事業主の

方の相談もお受けしますので、お気軽にご相談ください。

相談日時：令和 3年 10月 29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。 

当日専用相談ダイヤル :088-821-4661 

※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 TEL088-821-4645

　予約受付期間：9月 1日 (水 ) 午前 9時 ~10月 26日 (火 ) 17時

この他、高知県労働委員会事務局では、随時ご相談をお受けしています。 

※この相談会は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、今後の状況により、変更又は中止にな

る場合があります。最新情報や詳細については、予約申込み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。

高知県労働委員会事務局よりお知らせ
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全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間
　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3年11月12日(金)から同月18日(木)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

行政相談週間（10月18日(月)〜24日(日)）
〜困ったら一人で悩まず行政相談!〜

　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18日(月)13時~15時
　　　　　　　　●場所:農業構造改善センター
　　　　　　　　　※当日は人権相談、心配ごと相談も同じ場所で実施します。

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?

◆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

医療保険・年金 道路 相談窓口 コロナウイルス
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事業承継支援の公的専門機関が
無料でご相談を承ります。

このようなお悩みをお持ちの経営者の皆様、

ぜひ一度、専門スタッフの視点をご活用下さい。

事業規模を問わず、法人経営者様や個人事業主様のベストな選択肢を、
 無料・秘密厳守で専門スタッフが一緒に考え、提案します。

無料で相談できる事業承継の公的専門機関

住所:〒780-0870 高知市本町4丁目1-32 こうち勤労センター4 階
電話:088-802-6002 FAX:088-802-6003 E-mail: kochi-center@abelia.ocn.ne.jp
※本センターは高知商工会議所が四国経済産業局から事業受託し、運営しています。

高知県事業承継・引継ぎ支援センター

跡継ぎはいないが、当社が廃 
業すると困るお客様がいる。
お客様と従業員を引き受けて 
くれる先はないだろうか。

廃業したら、金融機
関からの借入を
どう返済していけば 
良いだろうか。

家族や従業員の中に後継者 
候補はいるが、正式に話が 
できていない。どんな順序で 
進めれば良いだろうか。

 『⾼知県事業承継・引継ぎ⽀援センター』は、地域の雇⽤や産業を維持・ 
拡⼤のため、事業承継を⽀援する公的な専⾨機関です。
 親族承継の相談はもちろん、創業者や移住者への事業承継と店舗・設備の
賃貸、域内の同業者や異業種進出を考える事業者への事業譲渡など、幅広い 
⾓度で事業承継のご提案をさせていただきます。 
 廃業を検討される前に、ぜひ⼀度、お気軽にご相談ください。
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【質問】
　　宛先に私の名前と住所が記載された身に覚えのない荷物が、ポストに入っていました。送り主は
　海外の業者のようです。どうしたらよいでしょうか。

【回答】
　　突然、海外から荷物が届いても慌てずに、まずは届いた荷物に本当に心当たりがないか確認しま
　しょう。荷物をまだ開封していない場合には、受取拒否ができるか配送業者に相談してください。
　安易に海外へ返送することは避け、一定期間保管することが望ましいでしょう。

【代金請求されたら】
　　身に覚えのない荷物であれば、商品の代金を支払う必要はありません。また、クレジットカード
　等の利用明細に、該当すると思われるものがないか確認しましょう。クレジットカードに身に覚え
　のない請求があった場合には、クレジットカード会社に不正請求の可能性やカード番号の変更等に
　ついて相談してください。
　　なお、令和３年の特定商取引法の改正により、注文や契約をしていないにもかかわらず、事業者
　が金銭を得ようとして一方的に送り付けた商品については、消費者は直ちに処分することができる
　ようになりました。その場合、商品を開封・処分しても、消費者に支払いの義務が生じることはあ
　りません。法律上の規定は、海外から日本国内に居住する消費者に送り付けられた商品についても
　適用されます。

　（国民生活センター　身近な消費者トラブルＱ＆Ａより抜粋）

　※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
海外から身に覚えのない荷物が届いた

浜田さん（三原小 6年生）全国相撲大会出場決定

幡多広域消費生活センター

　三原小6年生の浜田美汰さんは県内の数々の相撲大会
で優秀な成績を収めています。7月4日(日)に行われた第
3回わんぱく相撲高知場所においても優勝し、全国大会
への出場が決定しました。浜田さんの益々のご活躍をお
祈りしています！

【これまでの主な成績】
　少年相撲南海大会　　　　　　　　　　　　優勝
　少年相撲四万十大会（個人および団体）　　優勝
　わんぱく相撲香南大会（団体出場）　　　　優勝
　わんぱく相撲高知場所　　　　　　　　　　優勝
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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！

やまおきやまおき こうたこうた

山沖 紘太山沖 紘太くんくん
（令和3年7月28日令和3年7月28日生まれ）生まれ）
父：父：裕生裕生さんさん　母：母：知世知世さんさん

やまおきやまおき こうたこうた

山沖 紘太山沖 紘太くんくん
（令和3年7月28日令和3年7月28日生まれ）生まれ）
父：父：裕生裕生さんさん　母：母：知世知世さんさん

やまおき こうた

山沖 紘太くん
（令和3年7月28日生まれ）
父：裕生さん　母：知世さん

小八木小八木さんにさんに旭日単光章旭日単光章小八木さんに旭日単光章

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

　古い消火器の処分は、特定窓口等を介した処分が義務付けられており、一般的なゴ

ミとして廃棄することはできません。「消火器リサイクル窓口検索ＱＲコード」からご

確認ください。

　また、消防署では消火器の処分を行っておりません。処分方法について不明な点は

三原分署 予防係にお問い合わせください。

消防法令に基づいて消火器の設置が義務付けられている建物で、2011年1月1日の規格省令改正に

より既に型式が失効している消火器を継続的に設置できるのは2021年12月31日までです。型式が

失効した消火器の設置は消防法令違反となりますので、計画的な交換リサイクルをお願いします。

　ご家庭等に自主的に置いている消火器については、消防法令上交換義務はありません。

　点検・使用の際は消火器本体のサビや破損が無いかを確認してください。破損等のある消火器は

思わぬ事故の原因となります。使用期限内での交換をお勧めします。

～おうち時間　家族で点検　火の始末～

消防法令に基づいて設置されている
旧規格消火器は2021年12月31日までに交換が必要です。

幡多西部消防組合 三原分署 予防係 0880-46-2629

適応火災が「文字」で「普通・油・電気」と

表示されていたら「旧規格」の消火器です

適応火災の表示の○●●を

チェックしてください。

旧
規
格

新
規
格

消化器リサイクル

窓口検索QRコード

　小八木喜尊さんは教育委員会委員長、三原村商工会

会長などを歴任され、長きにわたり村の発展のために

ご尽力くださいました。今年春に産業発展や地域振興

に関する功績が認められ、勲章を贈られましたのでお

祝い申し上げますとともに皆様にご披露させていただ

きます。


