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○資格
本山町公営住宅「帰全山団地
帰全山団地」
◎本山町公営住宅「
団地」
昭和 年１月１日から同年 月 日までに婚
一、住宅の所在地
編集 ・ 発行 本山町役場
編集・
姻届をしている高知県在住のご夫婦
本山町本山２１３３番地２３
隔週水曜日発行 】
【 隔週水曜日発行】
（それ以前の届け出でも初めて申し込む人は可）
二、公募戸数 ２階１戸
※事情により、婚姻が遅れた人は係にご相談くださ
（鉄筋コンクリート造２階建）
い。
県営住宅入居者募集
三、１戸あたり床面積 約 平方メートル
○申し込み方法
四、間取り
ご夫婦の戸籍抄本（婚姻届の年月日・生年月日の
本山団地（３戸）の入居者を募集します。申込
和室（６畳２室）、洋室（６畳１室）、
み方法や入居申込資格など、詳しくは「募集案内」
ＤＫ（約８畳）、浴室、トイレ（和式水洗） 記入のあるもの、謄本でも可）と便箋にご夫婦の
①氏名（ふりがな）②年齢③職業④郵便番号⑤住所
でご確認ください。
五、家賃、敷金等
⑥電話番号⑦記念日を記入し
家 賃 １４，３００円～
〒７８０-８６６６（住所不要）
（所得月額により算定します）
（株）高知新聞企業 事業企画部「金婚式」係宛に郵
敷 金 家賃３ヵ月分
送またはご持参ください。
共益費 浄化槽及び街灯管理費用等あり
○公営住宅入居者の資格
○締め切り ７月２日（金）必着
・居住する住宅に困窮していることが明らかな者 ○式典日時 ９月１日（水）午後２時 開始
で、現に同居し、又は同居しようとする親族があ ○会場 三翠園ホテル
○募集案内配布 ５月１日（土）～ 日（金）
る者
○行事
・所得月額が 万８千円以下であること。
○配布場所
関係各位からご祝辞をいただき、祝辞状やおよろ
役場窓口、総務課、県庁１階募集要項コーナー、
（但し、高齢者、障害者又は災害による場合 万 こびの品々を贈呈して祝福します。
県住宅供給公社他
４千円以下）所得月額の計算方法については、所 ○参加者への通知
○申込受付期間 ５月８日（土）～ 日（金）
得の種類、家族構成等により異なりますので、詳
８月中旬頃直接はがきでご案内します。
郵送の場合…受付期間中の郵便局の消印有効
細はお問い合わせください。
持参の場合…受付期間の土・日・祝日を除く
・税等の滞納がないこと。
※個人情報の取り扱いについて
午前８時 分～午後５時 分
・暴力団員でないこと。
応募の際に記入いただいた個人情報は、高知新聞
（正午～午後１時は除く）
○申し込み期限 ５月 日（金）まで
紙面での氏名・市町村名の紹介、運営上の管理及び
【申込書提出・問い合わせ先】
総務課備え付けの「本山町営住宅入居申込書」に 本人への連絡の用途に限り利用します。
高知市九反田４番 ―４０１号
必要書類を添付して提出してください。
（トップワン四国４階）
【問い合わせ先】
高知県住宅供給公社
【問い合わせ先】
（株）高知新聞企業 事業企画部内「金婚式」係
電話 ０８８―８８３―０３４４
総務課 住宅担当 電話
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平成 2２（２０１０）年５月７日（１）
2010 年 6 月 1 日本山町は 100 歳を迎えます
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平成２２（２０１０）年５月７日（２）
2010 年 6 月 1 日本山町は 100 歳を迎えます

高知県総合防災訓練を行います － 本山町でも孤立地域支援訓練、開催 －

６月６日(日)に南国市物部川の土佐くろしお鉄道の高架付近を主会場とし、高知県総合防災訓練が実施されます。
６０以上の機関や団体、企業が参加し、総合的な防災体制の確立と、自主防災組織の促進や地域における防災意
識の高揚を図ることを目的としています。主会場で行われる、南海地震・風水害想定訓練では、マグニチュード
8.4、震度５強から７の南海地震が発生。家屋の倒壊、６ｍから８ｍの大津波の発生、ライフラインの寸断、嶺北
地域、香美市物部地域に孤立地区などを想定。消防や自衛隊、警察などが連携し、救出、消火などの訓練や、自衛
隊、海上保安部、警察などのジェット機、ヘリコプターを使った情報収集伝達、物資輸送などの訓練、また NTT
や四国電力などのライフラインの復旧訓練などを行います。
同時開催される地域防災フェスティバルでは、風水害や地震などの災害に関する様々な展示
や体験コーナー、飲食物の展示など、誰でも参加いただけますので、お気軽に足を運んでみて
ください。
なお、本山町では当日正午すぎより、松島ヘリポート周辺で孤立地域支援訓練として、自衛
隊大型ヘリによる被災者救出訓練、ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）による救急医療訓練が行
われる予定です。 【問い合わせ先】 総務課 電話 ７６－２２２３
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高知地方裁判所職員による「民事・家事相談」を 考試験を実施します。
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・家事相談をご利用くださ ○受験資格
昭和 年４月２日～昭和 年４月１日生まれの
い。
者（学歴、職歴は問いません。
）
なお、相談は事前予約制（相談日の１週間前まで）
○採用予定者数 １３０名程度
です。必ず、電話等で予約を入れてください。
○採用予定日 採用はおおむね平成 年４月１日
になります。
○相談日 ５月 日（金）
○試験の区分等
午後１時～３時 分まで。
・行 政 事 務…国の官署における一般の行政事務
相談時間は、１組あたり 分です。
・税
務…税務署などにおける国税の賦課・徴
【事前予約連絡先】
収等の事務
総務課 電話
―２２２３
・機
械…地方運輸局などにおける自動車の検
査等の技術的業務
毎月第３木曜日は
木曜日は行政相談の
行政相談の日です
毎月第３
・林
業…森林管理局などにおける森林の保護
管理、造林等の技術的業務
行政相談員は、国、県、市町村が行っている仕事 ・皇居護衛官…天皇皇后両陛下・皇族各殿下の護衛
業務
に対する住民の皆さんからの苦情や意見・要望を受
・刑 務 官…刑務所、拘置所などにおける被収容
け、その解決や実現のお手伝いをしています。
者に対する日常生活の指導、職業訓
相談は、委員の自宅で受け付けるほか、毎月第３
練指導等
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、お気軽にご相談くださ ・入国警備官…不法滞在者の摘発、送還等の業務
○受付期間 ６月 日（火）～ 日（火）
い。
○と き ５月 日（木） 午前 時～正午
【問い合わせ先】
○ところ 役場一階町民相談室
住所 東京都千代田区霞が関１―２―３
（変更になる場合があります）
電話 （０３）３５８１―５３１１
【問い合わせ先】
人事院人材局試験課
行政相談員 曽我部 巧
この試験に関する情報は、人事院ホームページ
自宅／本山町本山３１６番地
（http://www.jinji.go.jp/）で順次掲載していきます。
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