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人口と世帯数│総人口 : 1,464 人│男 : 720 人│女 : 744 人│世帯数 : 756世帯
（令和4年2月28日現在）（令和4年2月28日現在）（令和4年2月28日現在）

4○軽自動車税　 全　期　　令和４年５月　２日

○固定資産税 　第１期　　令和４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
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三原中学校卒業式三原中学校卒業式
ご卒業おめでとうございますご卒業おめでとうございます

三原中学校卒業式
ご卒業おめでとうございます
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自動車税の納付について【高知県からのお知らせ】
　5月上旬発送予定の自動車税種別割の納期限は 5月 31日（火）となっています。納付は必ず納期限まで

にお済ませください。

　銀行、郵便局、農協などお近くの金融機関やコンビニエンスストア、県税事務所の窓口で納付が可能と

なっています。さらに昨年度からはスマホ収納もご利用可能となりました。（詳しくは納税通知書の裏面

をご覧ください。)

　また、金融機関で納付の際には、簡単、便利な口座振替の利用もご検討ください。

　自動車税種別割について質問、相談がございましたら下記までお問い合わせください。

　なお身体障害者等の方の減免手続きの期限も 5月 31 日（火）までとなっておりますのでご留意くだ

さい。

まだハローワークをご利用になっていない皆様へ
　就職活動でお困りのことはありませんか？ハローワークでは、就職活動の基本がわかるセミナーの受

講、どういった仕事が合うかなど相談するキャリアコンサルティング、あなたに合う求人検索のお手伝

い、応募書類作成のアドバイスや模擬面接、スキルアップのための職業訓練のご紹介など様々な支援を

受けることができます。求職活動の「困りごと」はハローワークにまずご相談ください。

クロスボウの所持は原則禁止・許可制になります
　現在お持ちのクロスボウを無償で引き取ります。事前に電話でご相談ください。

【期　日】9月14日（水）まで

【場　所】宿毛警察署生活安全課（連絡先：0880-63-0110）

※駐在所では引き取りません。詳しい法改正の内容は警察庁HPでご確認ください。

連絡先　高知県幡多県税事務所　0880-35-5972

問合せ先：四万十公共職業安定所（☎0880-34-1155）
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令和 4年 4月から年金手帳は基礎番号通知書に変わります令和 4年 4月から年金手帳は基礎番号通知書に変わります令和 4年 4月から年金手帳は基礎番号通知書に変わります
　令和 4年 4月 1日以降、国民年金制度または被用者年金制度に初めて加入する方には、「基礎年金番号通

知書」が発行されます。

自衛隊高知地方協力本部四万十地域事務所は、令和４年３月７日（月）から下記住所にて業務を開始いたしま

した。今後とも変わらぬお付き合いをよろしくお願いします。

〒７８７－００１２

高知県四万十市右山五月町３－１２　中村地方合同庁舎４F

ＴＥＬ　０８８０－３５－３０９６（ＦＡＸ兼）

※電話番号は従来と変更ありません。

○基礎年金番号通知書の様式

○年金手帳をお持ちの方へ

　既に年金手帳をお持ちの方には、「基礎年金番号通知書」は発行されません。令和 4年 4月 1日以降も、年

　金手帳は基礎年金番号が確認できる書類としてご利用できますので、引き続き年金手帳を大切に保管して

　ください。

▶年金手帳を紛失した場合

　年金手帳の紛失等により令和 4年 4月 1日以降に再発行を希望される場合は、年金手帳に代わり、「基礎

　年金番号通知書」の再交付を申請することができます。

　※令和 4年 3月中に受付した年金手帳再交付申請書のうち、処理状況によって交付年月日が令和 4年 4　

　　月 1日以降となる場合は、「基礎年金番号通知書」が発行されます。

○年金に関する照会や申請は、マイナンバーもご利用いただけます。

自衛隊事務所移転のお知らせ
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＜繰下げ受給による年⾦額の増額イメージ＞

65歳
（受給権発生）

繰下げ待機（10年）

70歳 75歳

本来の年⾦額180万円
繰下げ加算額151.2万円増額

繰下げ申出

増額率84％
（120月×0.7％）

［例：年⾦額が180万円の⽅が、75歳まで繰り下げした場合］
75歳からの年金額

331.2万円

・最大減額率30％
（60月×0.5％）

60歳
(繰上げ請求)

65歳

減額後の年⾦額
繰上げ減額率（30％）

減額率の計算 ＝ 繰上げ請求をした月から65歳到達月の前月までの月数 × 0.５％
現⾏

・最大減額率24％
（60月×0.4％）

60歳
(繰上げ請求)

65歳

減額後の年⾦額
繰上げ減額率（24％）

本来の年金額

本来の年金額

減額率の計算 ＝ 繰上げ請求をした月から65歳到達月の前月までの月数 × 0.4％
改正後

（※昭和37年4月１日以前生まれの方）

（※昭和37年4月２日以降生まれの方）

令和４年４⽉から⽼齢年⾦の繰下げ受給の上限年齢が75歳に引き上げられます

令和４年４⽉から⽼齢年⾦の繰上げ減額率が⾒直されます

　現在、老齢年金の受給開始時期は、自身の希望により60歳から70歳の間で選択することができ、老齢年金を66歳以
後に受給開始（繰下げ受給）する場合、年金額は65歳から繰り下げた月数によって増額（1月あたり0.7%増額）しま
す。
　高齢期の就労の拡大等を踏まえ、年金受給権者が自身の就労状況等にあわせて年金受給の開始時期を選択できるよ
うにすることを目的として、令和4年4⽉から繰下げの上限年齢が70歳から75歳に引き上げられ、年⾦の受給開始時
期を75歳まで⾃由に選択できるようになります。

　現在、老齢年金を65歳前に受給開始（繰上げ受給）する場合、年金額は繰上げ請求をした月から65歳到達月の前月
までの月数によって、1月あたり0.５%減額（最大30％減額）します。
　令和4年4⽉から、この繰上げ受給の減額率が１⽉あたり0.5%から0.4%に変更されます。

対象となる方は令和4年3月31日時点で、次の①②のいずれかに該当する方です。
①70歳未満の方
　（昭和27年4⽉2⽇以降⽣まれの⽅）
②老齢年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過していない方
　（受給権発生日が平成29年4月1日以降の方）

対象となる方は令和4年3月31日時点で、60歳未満の方（昭和37年4⽉2⽇以降⽣まれの⽅）です。
昭和37年4月1日以前生まれの方については、現行の減額率0.5%から変更はありません

繰下げの上限年齢：70歳
増額率上限：42％（60月）

繰下げの上限年齢：75歳
増額率上限：84％（120月）
対象者：昭和27年4⽉2⽇以降⽣まれの⽅
    受給権発⽣⽇が平成29年4⽉1⽇以降の⽅

現
行

改
正
後
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（お知らせは6ページに続きます）



62022. 4月号 広報 みはら

（5ページからの続きです）
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後期高齢者医療制度の令和４・５年度の保険料率が決まりました。
●被保険者均等割額　５５,５００円   　　●所得割率　１０.５０％

　高知県の後期高齢者の医療費は毎年増加しているため、医療保険が負担する費用も増加しています。

　基金を活用しながら将来に渡って安定した制度運営を行っていくために、令和４・５年度の保険料率に

ついては、令和２年度・令和３年度の保険料率（被保険者均等割額54,316円・所得割率10.49%）から引き

上げることとなりました。

　令和４年度の個々の保険料額につきましては、前年中の所得が確定した後、次の計算方法により７月初

旬に決定する予定です。

★令和４年度の保険料の計算方法

　保険料は一律に負担していただく「被保険者均等割額」と所得に応じて負担していただく「所得割額」

　を合計して被保険者個人ごとに算出します。

○ 賦課基準額とは、総所得金額等（被保険者の前年中の収入額から各種控除や必要経費を除いた所得の合

　 計額）から基礎控除額（43万円）を差し引いた金額です。

　 １人あたりの年間保険料の上限は66万円です。

◆後期高齢者医療の被保険者数・医療給付費の状況(3月～2月診療月平均)

・高知県では早くから高齢化が進展していますが、被保険者数の増加や医療の高度化等に伴い、今後も高

　知県全体の医療給付費総額は、増加していくことが見込まれます。

・高知県の医療給付費総額を被保険者数で平均した１人あたり医療給付費は、入院医療費が特に高いこと

　から、全国平均を大きく上回って推移しており、令和元年度では、全国平均の88万円よりも高い109万

　円で、都道府県別の順位でも1番という高い状況となっています。

・後期高齢者医療制度では、利用者負担を除いた後期高齢者の医療費の支払いなどに必要な費用の約５割を

　国・県・市町村の公費が負担し、約４割を現役世代の方が加入する医療保険からの支援金が負担してお

　り、被保険者の皆様に負担していただく保険料は、全体の約１割となっています。保険料は、皆様に安心

　して医療を受けていただくための大切な財源ですので、納付へのご理解とご協力をお願いいたします。

◆１人あたりの年間保険料の上限額が変わります。

１人あたりの
年間保険料

（100円未満切り捨て）

［被保険者均等割額］
55,500円

［所得割額］
賦課基準額×１０.５０％

＝ ＋

改正前（令和３年度）

64万円

改正後（令和４年度）

66万円

１人あたり

年間保険料

上限額

被保険者数

医療給付費総額

１人あたり医療給付費

令和元年度

127,354人

1,393億円

109万円

令和２年度

127,600人

1,364億円

107万円

令和３年度

127,232人

1,400億円

110万円

令和４年度

131,063人

1,433億円

109万円

令和５年度

135,249人

1,480億円

109万円

実　績 推　計
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　後期高齢者健康診査は、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21年４月１日～昭和22年３月31日生まれの方

　　　ウ　令和３年度に健診を受けられた方

　②　生活習慣病で通院中等、事前送付対象外の方も、申込みすることで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4年4月1日～令和5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 参 物・・・被保険者証、受診券、問診票・質問票

■検査内容・・・身体計測、血圧測定、肝機能検査、尿検査、腎機能検査、問診等

■健診結果・・・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　三原村住民課（電話46-2111）

後期高齢者健康診査を受診しましょう 

　人権擁護委員をご存知ですか。地域の住民の皆さんの人権が侵されないように絶えず見守り、もし、

人権が侵されたときには法務局と連携して、救済のための適切な措置をとるとともに、人権尊重思想を

ご理解いただくための活動を行うことを使命としています。

　家庭、学校、職場、地域社会などでの困りごとや悩みごとは、お気軽に人権擁護委員にご相談くださ

い。相談料は無料で、相談内容の秘密は厳守します。

　あなたの街の人権擁護委員は、次の方々です。

　阿部秀さん　　東幸美さん

人権擁護委員はあなたの身近な相談パートナーです
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《 ６５歳以上の方の介護保険料について 》
　第８期介護保険事業計画期間（令和３年度～令和５年度）における６５歳以上の方の介護保険料は、

5,200円（月の基準額）となっています。この基準額は令和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。

　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３年度に引き

　続き軽減措置します。

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　三原出張所　／　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）

　　・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。

　　　　　　　　　又、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ません。また

　　　　　　　　　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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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
～お出かけは　マスク戸締り　火の用心～

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
　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「熱式」
　の設置をおすすめし
　ます。

設置義務 任意設置

住宅用火災警報器を付けましょう！

春の火災予防運動 防火パレード実施
　令和 4 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」を実施しました。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。
　村内や近隣の市町村でも火災が相次いでいます。空気が乾燥しているとわずかな火種でも燃え
広がってしまいますので、火の取り扱いには十分な注意を払いましょう。

住宅用火災警報器の設置調査を行います。
　4月～5月に住宅用火災警報器の設置調査を行います。消防職員が無作為に数件調査いたしま
すのでご協力お願いします。
　住宅火災の件数は、総出火件数の 3 割ですが、住宅火災による死者数は総死者数の約 7割を占
めています。住宅用火災警報器が設置されている場合は、設置されていない場合に比べ、死者数
と焼損面積は半減となっています。

　災害は、「いつ」「どこで」起こるかわかりません。南海大震災が予想される中、地域に最も
身近な防災機関である「消防団」の活動は、ますます重要になっています。消防団員は、仕事を
持ちながら「わが地域を災害から守る」という使命感のもと、防災リーダーとして幅広い活動を
行っています。三原村消防団では、このように村民の生命・財産を守るために活動していただけ
る方を募集しています。興味のある方は三原分署℡0880-46-2629 まで！

消防団員募集 入団要件：18 歳以上の村内居住または職場が村内である方
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令和４年度　相談所開設の日程が決まりました

弁護士資格のある人権擁護委員による人権相談所のご案内

　行政相談委員(5月委嘱予定)と、人権擁護委員の阿部秀さん、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。

　次の日程により、弁護士資格のある人権擁護委員が人権相談をお受けします。

　特に、法律関係についてお困り、お悩みの方は、ぜひ御利用ください。

１　開 設 日　　奇数月第４木曜日（令和４年度の開設日です。）

　　　　　　　　令和　４年　５月２６日（木）

　　　　　　　　令和　４年　７月２８日（木）

　　　　　　　　令和　４年　９月２２日（木）

　　　　　　　　令和　４年１１月２４日（木）

　　　　　　　　令和　５年　１月２６日（木）

　　　　　　　　令和　５年　３月２３日（木）　　　　　　　　

２　時　　間　　午後１時００分から午後３時００分まで

３　開設場所　　高知地方法務局四万十支局（四万十市右山五月町３番１２号）

４　電話番号　　０８８０（３４）１６００

５　そ の 他　　事前予約制につき、事前に電話で（または来庁の上）ご予約ください。

　　　　　　　　相談時間一人３０分以内。相談は無料、秘密は厳守します。

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。

令和４年度　特設相談所日程

年月日（曜日）

４年14月11日（月）

6月16日（月）

8月15日（月）

10月17日（月）

12月15日（月）

５年12月16日（月）

開設時間

10:00～12：00

13:00～15：00

担当委員名

阿部　秀

東　幸美

山川　政幸

相談内容

人権・心配ごと

行政・人権・心配ごと
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国際交流員の

トーマス・キャノンです！
vol.22

こんにちは。こんにちは。

　朝はまだまだ寒いですが、　朝はまだまだ寒いですが、昼間はだいぶ暖かく昼間はだいぶ暖かくなってきました。季節の変わり目は始まなってきました。季節の変わり目は始ま
りと終わりを意味していますが、必ずしも終わることは悪いこと、始まることは良いことりと終わりを意味していますが、必ずしも終わることは悪いこと、始まることは良いこと
というわけではありません。冬が終わると虫が出てき始め、春になって暖かくなると花粉というわけではありません。冬が終わると虫が出てき始め、春になって暖かくなると花粉
が飛び始めます。花粉症の人にはつらい時期です。物事には表と裏があるということでが飛び始めます。花粉症の人にはつらい時期です。物事には表と裏があるということで
す。す。

　コロナ変異株の流行で公民館や体育館の利用が中止され、またバスケットボールと英　コロナ変異株の流行で公民館や体育館の利用が中止され、またバスケットボールと英
会話教室はお休みしていましたが、その間は実り多い時間を過ごしました。新年の決意の会話教室はお休みしていましたが、その間は実り多い時間を過ごしました。新年の決意の
「良い習慣を作ること」が順調に進んでいます。思いがけないこともありましたが、いつも「良い習慣を作ること」が順調に進んでいます。思いがけないこともありましたが、いつも
と変わらない日常生活を送りました。空いている時間で、ウオーキングや外国語の勉強とと変わらない日常生活を送りました。空いている時間で、ウオーキングや外国語の勉強と
いったいつものルーティンに加え、スケッチや日記を書き始めました。いったいつものルーティンに加え、スケッチや日記を書き始めました。

　私にとって勉強することはルーティンを越え、自然に行うことになっています。去年１　私にとって勉強することはルーティンを越え、自然に行うことになっています。去年１
２月に日本語能力試験に合格してから、ご褒美として一休みしようと思っていました。日２月に日本語能力試験に合格してから、ご褒美として一休みしようと思っていました。日
本語を必死に勉強しないと時間が余るので、英語に似ていて比較的、覚えやすい言語を勉本語を必死に勉強しないと時間が余るので、英語に似ていて比較的、覚えやすい言語を勉
強し始めました。エスペラント語とスペイン語です。エスペラント語とは、どこの国の人強し始めました。エスペラント語とスペイン語です。エスペラント語とは、どこの国の人
でも優劣なく学習することができる人工的に作られた言語、つまり母国を持たない言語でも優劣なく学習することができる人工的に作られた言語、つまり母国を持たない言語
のことです。楽しく過ごしましたが、それでも春は毎年、楽しいことや悲しいことがたくのことです。楽しく過ごしましたが、それでも春は毎年、楽しいことや悲しいことがたく
さんあります。色々なことが変わる時期だからです。さんあります。色々なことが変わる時期だからです。

　成長と変化は同じようなことです。梅の花の匂いが漂う時は、複雑な気持ちになりま　成長と変化は同じようなことです。梅の花の匂いが漂う時は、複雑な気持ちになりま
す。顔見知りのJET参加者が年々少なくなっています。学校の先生も生徒が卒業するので、す。顔見知りのJET参加者が年々少なくなっています。学校の先生も生徒が卒業するので、
何か大切なものを失ったような気持ちになるでしょう。春は始まりと終わりの季節です。何か大切なものを失ったような気持ちになるでしょう。春は始まりと終わりの季節です。
学校にも関わっている私にとって、成長している子供たちを誇りに思います。一年間の成学校にも関わっている私にとって、成長している子供たちを誇りに思います。一年間の成
果と成長を直接見ていると、色々な感情が混じります。成長を見守ることと共に巣立つこ果と成長を直接見ていると、色々な感情が混じります。成長を見守ることと共に巣立つこ
ともあります。ともあります。

　寂しさはありますが、今までの感謝の気持ちもあります。人それぞれ自分の進む道があ　寂しさはありますが、今までの感謝の気持ちもあります。人それぞれ自分の進む道があ
りますが、変化は怖いものです。自分の進む道に勇気を持って行けるのは、尊敬出来るこりますが、変化は怖いものです。自分の進む道に勇気を持って行けるのは、尊敬出来るこ
とです。とです。

　転校、進学、転職、帰国、いずれの理由でも長年一緒に過ごした人が近くにいなくなるの　転校、進学、転職、帰国、いずれの理由でも長年一緒に過ごした人が近くにいなくなるの
はつらいです。残る人も行く人も、卒業の季節とはそういうものです。はつらいです。残る人も行く人も、卒業の季節とはそういうものです。

　半年くらい前に、「水の流れと身の行方」ということわざを使って、自分の人生は自分の　半年くらい前に、「水の流れと身の行方」ということわざを使って、自分の人生は自分の
思うようにならない時もあると言いました。その言葉通り、私自身にも予想していなかっ思うようにならない時もあると言いました。その言葉通り、私自身にも予想していなかっ
た出来事が起こりました。今年7月に高知県の国際交流員に欠員が出るため、後任の交流た出来事が起こりました。今年7月に高知県の国際交流員に欠員が出るため、後任の交流
員を選ぶ試験に応募したところ、合格の通知をもらいました。そのため、急な話ですが７員を選ぶ試験に応募したところ、合格の通知をもらいました。そのため、急な話ですが７
月末で三原村から「卒業」することになりました。三原村からいなくなる直前まで、この話月末で三原村から「卒業」することになりました。三原村からいなくなる直前まで、この話
をしないのは申し訳ないと思い、正式に決まったら出来るだけ早い時期に知らせたいとをしないのは申し訳ないと思い、正式に決まったら出来るだけ早い時期に知らせたいと
思っていました。まださようならを言うのは早いですが、三原村で過ごせる思っていました。まださようならを言うのは早いですが、三原村で過ごせる時間は残り少時間は残り少
なくなっていますなくなっています。

　悲しいですが、最後までよろしくお願いします。　悲しいですが、最後までよろしくお願いします。

こんにちは。

　朝はまだまだ寒いですが、昼間はだいぶ暖かくなってきました。季節の変わり目は始ま
りと終わりを意味していますが、必ずしも終わることは悪いこと、始まることは良いこと
というわけではありません。冬が終わると虫が出てき始め、春になって暖かくなると花粉
が飛び始めます。花粉症の人にはつらい時期です。物事には表と裏があるということで
す。

　コロナ変異株の流行で公民館や体育館の利用が中止され、またバスケットボールと英
会話教室はお休みしていましたが、その間は実り多い時間を過ごしました。新年の決意の
「良い習慣を作ること」が順調に進んでいます。思いがけないこともありましたが、いつも
と変わらない日常生活を送りました。空いている時間で、ウオーキングや外国語の勉強と
いったいつものルーティンに加え、スケッチや日記を書き始めました。

　私にとって勉強することはルーティンを越え、自然に行うことになっています。去年１
２月に日本語能力試験に合格してから、ご褒美として一休みしようと思っていました。日
本語を必死に勉強しないと時間が余るので、英語に似ていて比較的、覚えやすい言語を勉
強し始めました。エスペラント語とスペイン語です。エスペラント語とは、どこの国の人
でも優劣なく学習することができる人工的に作られた言語、つまり母国を持たない言語
のことです。楽しく過ごしましたが、それでも春は毎年、楽しいことや悲しいことがたく
さんあります。色々なことが変わる時期だからです。

　成長と変化は同じようなことです。梅の花の匂いが漂う時は、複雑な気持ちになりま
す。顔見知りのJET参加者が年々少なくなっています。学校の先生も生徒が卒業するので、
何か大切なものを失ったような気持ちになるでしょう。春は始まりと終わりの季節です。
学校にも関わっている私にとって、成長している子供たちを誇りに思います。一年間の成
果と成長を直接見ていると、色々な感情が混じります。成長を見守ることと共に巣立つこ
ともあります。

　寂しさはありますが、今までの感謝の気持ちもあります。人それぞれ自分の進む道があ
りますが、変化は怖いものです。自分の進む道に勇気を持って行けるのは、尊敬出来るこ
とです。

　転校、進学、転職、帰国、いずれの理由でも長年一緒に過ごした人が近くにいなくなるの
はつらいです。残る人も行く人も、卒業の季節とはそういうものです。

　半年くらい前に、「水の流れと身の行方」ということわざを使って、自分の人生は自分の
思うようにならない時もあると言いました。その言葉通り、私自身にも予想していなかっ
た出来事が起こりました。今年7月に高知県の国際交流員に欠員が出るため、後任の交流
員を選ぶ試験に応募したところ、合格の通知をもらいました。そのため、急な話ですが７
月末で三原村から「卒業」することになりました。三原村からいなくなる直前まで、この話
をしないのは申し訳ないと思い、正式に決まったら出来るだけ早い時期に知らせたいと
思っていました。まださようならを言うのは早いですが、三原村で過ごせる時間は残り少
なくなっています。

　悲しいですが、最後までよろしくお願いします。
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 都合により投票日に投票に行けない方が、その前の日までに投票ができる仕組みで、投

票には期日前投票所に直接お越しいただく必要があります。なお期日前投票できる期間

は選挙によって異なります。

〇期日前投票所について

　三原村役場２階　第３会議室（高知県幡多郡三原村来栖野３４６番地）

　※場合により変更となることがあります。

〇投票できる時間について

　期日前投票期間中の午前８：3０～午後８：００

〇駐車場について

　下記図の期日前投票所専用駐車場もしくは共用駐車場をご利用ください。

　　※2階入り口付近まで車でお越しいただたけます。

期日前投票日の投票場所及び時間について

162022.14月号 広報 みはら



〇令和4年度に行われる選挙（予定）
　・参議院議員通常選挙（令和４年６～7月ごろ予定）

　　※全て現時点での予定となります。

　三原村では下記により選挙を実施しております。

　他市町村と方法が違う部分がありますのでご注意ください。

〇入場券（選挙はがき）について

　三原村では入場券（選挙はがき）を作成しておりません。

　　→期日前投票するときは、期日前投票所（後述）へそのままお越しください。

　　→投票日当日に投票するときは、現在住民登録されている（住民票に記載されてい

　　　る）住所に対応する各投票所（後述）へそのままお越しください。

初めて三原村で選挙に参加される方へ

〇投票所について

投票日当日の投票場所及び時間について

今後の選挙について

地　区

下切

亀ノ川

広野

柚ノ木

宮ノ川

来栖野

皆尾

芳井

下長谷

上長谷

狼内

成山

上下長谷

投票所名

下切集会所

亀ノ川集会所

広野集会所

柚ノ木多目的集会所

宮ノ川公会堂

来栖野集会所

皆尾集会所

芳井集会所

下長谷集会所

上長谷集会所

狼内集会所

上下長谷集会所

所　在　地

三原村大字下切宇下モダバ584番地3

三原村大字亀ノ川字京ゼン田367番地1

三原村大字広野字北林929番地

三原村大字柚ノ木字向エ山1243番地3

三原村大字宮ノ川字ナミギ630-2番地

三原村大字来栖野字下モゾリ240番地1

三原村大字皆尾字ヲカサワ1351番地

三原村大字芳井字イシケ峠山185番地123

三原村大字下長谷字シマゼ山1579番地4

三原村大字上長谷字弓場1727番地1

三原村大字狼内字石神ノ前452番地2

三原村大字上下長谷字宗賀155番地1

◎投票できる時間について

　午前7:00～午後6:00

　※場合により変更となることがあります。
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テーマ1：誰もが使いやすい公共交通網の構築
取組み1-1：定期的な運行の見直し
取組み1-2：補完する移動手段の確立
取組み1-3：交通事業者との連携強化
取組み1-4：交通結節点の整備
取組み1-5：福祉輸送の活用
取組み1-6：福祉タクシー利用券の利用環境確保
取組み1-7：三原バス車両の更新
取組み1-8：運転手の確保

テーマ2：利用促進
取組み2-1：公共交通に関する説明及び意見交換
取組み2-2：DXの推進
取組み2-3：おでかけイベントの実施

テーマ3：魅力ある三原村づくり
取組み3-1：パーク＆サイクルライドの構築
取組み3-2：安全性向上に関する取組み
取組み3-3：運転免許自主返納に関する情報発信
取組み3-4：通学支援
取組み3-5：レンタサイクルの利活用

目標1
全村民が移動手段を確保

目標2
誰もが便利で利用しやすい
公共交通網の構築

目標3
健全な公共交通施策の運営

目標4
人が集まり活気がある三原
村づくり

目標5
来訪者にも優しい公共交通
網の構築

目標6
安全安心な移動環境の確保

目標7
環境への配慮

基本方針

上位・関連計画

抽出した課題

●　現況整理
 社会的現況
 公共交通等の現況

●　ニーズ・意向調査
 三原バスの利用実績
 関係者へのヒアリング
 住民の意向（アンケート調査）

平田駅 農業構造改善センター

福祉輸送 レンタサイクル
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令和4年（2022年）4月1日～令和9年（2027年）3月31日

計画期間

三原村全域

対象区域

宿毛市
市街地

四万十市
市街地

三原村
中心部

成山下切

芳井

平田
地区

◆広域幹線：鉄道、路線バス

●交通結節点

◆フィーダ線：
三原バス
タクシー

◆フィーダ線［村内］：
三原バス
タクシー
福祉輸送
マイクロモビリティ等

図　三原村地域公共交通のイメージ

※農業構造改善センター
周辺が候補地※

平田駅で鉄道や路線バスに
　乗換え、四万十市や宿毛市
　などへ移動する。

三原村中心部～平田地区は
　三原バスとタクシーが主な
　移動手段となる。

自宅～三原村中心部は、
　様々な移動手段を活用する。

基本方針

　公共交通網が社会基盤の一つとして機能することで、村民は住み慣れた地区で安心して暮らし続けるこ
とができ、様々な移動ニーズや制約を持つ来訪者が訪れることができる三原村を目指す。

目　　的

　総人口の減少、少子化、高齢化といった社会情勢の中、地域のくらしを支える足として、将来にわたっ
て持続可能な公共交通網の形成が求められています。これらの課題に対応し、三原村の実態に適した公共
交通サービスを実現するため、三原村地域公共交通計画を策定しました。

鉄道 路線バス 三原バス

写真提供：土佐くろしお鉄道株式会社
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編集・三原村役場総務課

　四国電力株式会社高知支店中村営

業所様より、下長谷地区に1灯のLED

防犯街路灯と防災等関連物品として

大型扇風機を寄贈していただき、1月

20日に寄贈式が行われました。あり

がとうございました。

　計画の概要版を1ページ先の18,19ページ

に掲載しております。

　また、計画全文は庁舎に

て配布、役場HPで公開し

ております。

　令和4年4月時点で18歳以上の方、誕生日を迎

えて18歳になられた方は法律上大人として扱わ

れます。未成年者がした保護者の同意のない契

約は、未成年者取消権によって取り消すことが

できますが、成年年齢到達後に行われた契約は

保護者が同意していなくても取り消すことがで

きません。

　契約について困ったことがありましたら、役

場総務課(46－2111)か幡多広域消費生活セン

ター(34-8805)にご相談ください。

LED防犯街路灯等がLED防犯街路灯等が
寄贈されました寄贈されました

LED防犯街路灯等が
寄贈されました

し

三原村地域公共交通計画を
策定しました

成年年齢が18歳となりました。

三原小学校卒業式
ご卒業おめでとうございます


