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8月7日（日）は
越知町議会議員選挙です

横倉山でかくれんぼ

回

に触れる﹃ウッドスタート事
業﹄がスタートし︑今年度か
らは︑対象の方に本の森図書
館でのお渡しを行うことに
なりました︒木育についてや
図書館の利用方法の説明な
どができ︑とても良い時間に
なりました︒
また︑初めて図書館に来ら
れた方もいて︑﹁こんなにいろ
いろな本があるのなら︑来て
みればよかった﹂と言ってい
ただきました︒
また﹁弟に読み
聞かせをしてあげたい﹂と絵
本を借りてくれた女の子もい
ました︒

サ ーク ル 紹 介 ⑥

趣 味 の 時 間 を 作 りませんか？

越知町文 化推進 協 議 会

︻在籍者︼ 人

年会費 千円
活動費 年２千円

告の発表・研修を行っていま
今月は︑
﹁越知史談会﹂をご
紹介します︒
興味のある方は︑ す︒
教育委員会までご連絡をお願
︻活動費︼
いいたします︒

会議室

✿越知史談会
︻活動場所︼
町民会館

︻活動日・時間︼
毎月第２土曜日
午後１時 分〜４時

︻活動内容︼

町内外の文化財︑史跡︑出来
事︑古文書︑昔話などの調査や
見学研修を行い︑毎月調査報

︻越知史談会より︼

昔のいろいろな出来事を知
ることができ︑楽しく学習し
ています︒町内外の歴史文化
を見聞することは︑明日にな
れば半分以上忘れてしまうと
しても︑
楽しいことです︒
史談会へぜひお入りくださ
い︒

◆お問い合わせ先
生涯学習課
℡︵２６︶３４００
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ウッドスタート・
ブックスタート
お渡し会

28
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社会を明るくする運動

絵本や育児書、木のおもちゃをプレゼント

﹁社 会 を 明 る く す る 運 動﹂
６月 日︑本の森図書館で
は︑全ての国民が︑犯罪や非行
﹃
木育
︵ウッドスタート︶
事業﹄
の防止と罪を犯した人の立ち
の木のおもちゃと﹃ブックス
直りについて理解を深め︑安
タート事業﹄の絵本や育児書
全で安心な明るい地域社会を
のお渡し会を行いました︒
築くための全国的な運動で
す︒
７月１日に︑高吾保護区の
保護司の方々︑佐川警察署︑中
央西福祉保健所の関係者が︑
佐川町︑越知町︑仁淀川町３町
の各役場を訪問し︑﹁社会を明
るくする運動﹂内閣総理大臣
メッセージを伝達しました︒
また︑広報車でパレードを
行いました︒新型コロナウイ
ルス感染拡大防止のため車上
からの啓発のみでしたが︑広
く運動の趣旨を呼びかけまし
た︒
26

24

平成 年度に幼少期から
本に親しむ﹃ブックスタート
事業﹄が︑平成 年度には木

◆お問い合わせ先
生涯学習課
℡︵２６︶３４００
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越知郵便局
﹁コミュニティるーむ﹂を紹介します
越知郵便局では︑現在の建
物になってから︑四国初のコ
ミュニティースペースとし
て︑郵便局入り口の西側の部
屋を地域のために開放してく
れています︒
８月からは越知町デッサン

パタパタ 通信

教室の作品が展示されます︒ ︻先日のよコジロー︼
夏の日差しが降り注ぐ中︑
ぜひご覧ください︒
浅尾沈下橋を訪れたよコジ
︻展示内容︼
ロ
ー
︒
ジリジリ太陽の中にときお
り感じる︑夏の爽やかな風を
受けながら︑気持ちよさそう
に橋の上を歩いていました︒
40

越知町デッサン教室の生徒
人が描いた作品︑約 点が
展示されます︒
デッサン教室の生徒は小学
生から 代まで幅広く在籍し
ています︒

夏の風を感じつつ︑川の
せせらぎに癒やされる⁝

ピコロ通信

25

淡いピンクに色づいた香りの里

全て回ると景品がもらえるス
タンプラリーなどが行われ︑
訪れた人たちはサクラバラが
咲きほこるガーデンの散策を
楽しんでいました︒
また︑﹁タイムの小道﹂で
は﹁ハーブガーデンヨガ﹂が
行われました︒参加者は︑
ハーブの爽やかな香りを感じ
ながらさまざまなポーズをと
り︑心身ともにとてもリラッ
クした様子でヨガを楽しんで
いました︒

〜サクラバラフェア開催〜

国内最大級となる滝上町の
サクラバラの群落が見頃を迎
え︑６月 日と 日に︑香り
の里ハーブガーデンでサクラ
バラフェアが開催されまし
た︒
フレグランスハウスのテラ
スでは滝上産の小麦﹁きたほ
なみ﹂を使った焼きうどんや
ピザを販売するサクラバラマ
ルシェが開かれ︑多くの人を
集めていました︒他にもバ
ルーンアートや似顔絵作成︑

ハーブの上で香りとヨガを楽しむ参加者

<>

熱中症に気をつけて︑

浅尾沈下橋にやってきたよコジロー

【北海道滝上町】

26

<>
夏を楽しみたいな〜‼

淡いピンクのサクラバラは滝上の夏の風物詩

︻展示期間︼

デッサン教室の活動の様子

80

︵水︶
８月１日
︵月︶
〜 日
平日 午前９時〜午後５時
31
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◆お問い合わせ先
越知郵便局
℡︵２６︶１１５０
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7月の展示
皆さんのご利用お待ちしています

10
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ない方は︑ぜひ︑行ってみて
ください︒

冷房代 節約するため リビング集合
団欒復活 猛暑に感謝

SNS ともだちふりした 犯罪者

︻キャンプ場など整備工事︼

三行詩入賞作品

「家庭の日」の標語

﹁⑤その他町長がまちづくり
のために必要と認める事業﹂
のひとつでは︑﹁本村キャン
プ場のトイレ設置﹂︑﹁ス
ノーピーク越知仁淀川キャン
プフィールドの土羽修繕﹂に
使わせていただきました︒

◆お問い合わせ先
企画課 ふるさと納税係
℡︵２６︶11６４

今後も寄附金の使い道につ
いて広報に掲載していく予定
です︒

本村キャンプ場トイレ

日」

の

庭

「家

毎月第３日曜日は

ただける︑役に立つような図
書館にしたい︒借りなくても
いいのでぜひ︑ふらっとよっ
て行ってくださいね﹂と笑顔
で語る井上さん︒
借りる目的がなく来た方で
も楽しんでもらえるよう︑月
ごとにテーマを決めて本の展
示をしたり︑越知町の情報掲
示板を作ったりと工夫をして
います︒８月のテーマは﹁深
海﹂︒深海にまつわる本が棚
の上に展示されています︒

ふるさと納税の寄附金も活
用しながら︑町の皆さんに楽
しんでもらう図書館として続
いています︒
雑誌や新聞を︑くつろぎな
がら楽しめるソファーもある
空間です︒まだ行ったことの

月替わりのテーマで展示

ふるさと納税
と開架合わせて２万冊以上の
蔵書があります︒
小説から雑誌︑絵本︑エッ
セイ︑専門書など多岐にわた
る分野の本を所蔵しており︑
はやりのものもできるだけ入
れるように心がけられていま
す︒
雑誌はファッション誌のみ
ならず︑日経ウーマンなどビ
ジネス系のものも積極的に取
り入れています︒雑誌含め︑
月に 冊ほどは新刊の本が
入っています︒
市内の図書館などでは何十
人も貸し出し待ちが生じてい
る本でも︑ここなら大抵数人
待ち程度で借りられるのが魅
力のひとつです︒
ここでは収蔵されていない
本でも市内の図書館﹁オーテ
ピア﹂にある場合︑取り寄せ
も行っています︒
創立から 年がたち︑段々
認知度が上がっていると感じ
るそうですが︑もっと町民の
方に利用してほしいそうで
す︒
﹁町民の皆さんに楽しんでい
20

〜ふるさとづくり通信〜
皆さんこんにちは︑地域お
こし協力隊の内田です︒
いただいた寄附金の使い
道をご紹介いたします︒
ふるさと納税でいただい
たご寄附は﹁①産業・経済・
観 光 づ く り の た め の 事 業﹂
﹁②教育の充実および青少年
の 健 全 育 成 の た め の 事 業﹂
﹁③スポーツ振興のための事
業﹂﹁④防災の強化のための
事業﹂﹁⑤その他町長がまち
づくりのために必要と認め
る事業﹂に使わせていただい
ております︒
︻図書書籍など購入事業︼
﹁②教育の充実及び青少年の
健全育成のための事業﹂での
活用のひとつが︑本の森図書
館の書籍購入です︒昨年度の
寄附金の一部を書籍購入など
に活用させていただきまし
た︒
本の森図書館司書の井上さ
んにお話を伺いました︒
︻本の森図書館︼
約 年前に開設され︑書庫
10

青少年育成越知町民会議

第 回越知町民
スポーツ祭結果発表
６月３日から７月４日まで
の間︑町民総合運動場体育館
などで︑﹁第 回越知町民ス
ポーツ祭﹂を行い︑８種目約
１６０人が参加し︑熱戦が繰
り広げられました︒
種目別の成績は︑次の通り
です︒
︻ペタンク︼

︻バドミントン︼

優 勝 桐見チーム
準優勝 あおいチーム

49

優 勝 ＨＲＴバドミントン２
準優勝 バドミントン愛好会B

︻スポーツ吹き矢︼
優 勝 鎌倉 憲一
準優勝 池川 義幸

次回も多くの皆さんの参加
をお待ちしています︒

おちスポーツクラブ
ボランティアデイ

おちスポーツクラブ活動の
一環で︑日頃練習している施
設や町民会館・体育館内を毎
年清掃しています︒
今年はコロナウイルス感染
症対策もあり各団体がそれぞ
れ清掃できる日に実施しまし
た︒会員・保護者・関係者の
皆さんご協力いただきありが
とうございました︒
各場所とてもきれいにな
り︑気持ちよくなりました︒

子どもたちも頑張ってくれました

︻ゲートボール︼
優 勝 城山チーム
準優勝 池川チーム
︻スカッシュバレー︼
優 勝 チーム
準優勝 越知体育会Ｍ
︻カローリング大会︼
優 勝 友Ａ
準優勝 友Ｂ

︻ソフトバレーボール︼
優 勝 ファミリーＢ
準優勝 ファミリーＡ
︻６人制バレー︼
優 勝 越知 Devils
準優勝
jazzB
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よそもん通信とは︑固定概念なくまちの魅力に気付くこと
ができる地域おこし協力隊を﹁よそもん﹂と置き換え︑その活
動内容を町民の方々に広く知ってもらうためのものです︒

思い出の季節

石垣を作り︑人々が暮らして
いるのを見て感動しました︒
斜面の草を刈る人は︑皆私
より遥かに年上なのに体幹も
体力もありました︒
やまももを食べて︑日差し
が 強 く な っ て い く６ 〜７ 月
は︑そんな来たばかりの頃の
気持ちを思い出します︒

ミッションはふるさと納税
の推進なので︑返礼品の開拓︑
発信や役場でサイトの編集な
どしつつ︑和紙での生業づく
りに励む日々です︒
おかげさまで越知町での生
活にも慣れてきましたが︑来
た頃の気持ちを忘れずに過ご
していきたいと思います︒

若者の力を借りて
山椒の魅力を再発掘

ヤマモト（農業振興）
こんにちは！夏真っ盛りの
この季節︑町内では乾燥用の
実山椒の収穫が最盛期を迎え
ている頃ですね︒
さて今回は﹁山椒よもやま
話﹂
の連載はお休みして︑私が
山椒の啓蒙活動の一環として
企画した﹁山椒ＰＲデザイン
×学生 巡回展示﹂について
お話ししたいと思います︒
この企画の内容は︑デザイ
ンという手法を使って山椒の

魅力を掘り起こすというもの
です︒
表現方法は︑イラストや
写真やアートに絞り︑それを
外部のデザインを勉強してい
る学生に依頼しました︒なぜ
学生にお願いしたのかという
と︑若い感性と表現力で山椒
を新たな視点から見てもらえ
ると思ったのと︑普段は山椒
と全く接点の無い若者に︑越
知町のことも含めて知っても
らえると考えたからです︒
こんな企画に参加したいと
思ってくれる学生はいるのか
な︑と最初は少し不安だった
のですが︑幸いにも高知大学
の地域協働学部の有志の学生
と︑
龍馬デザイン・ビューティ
専門学校のグラフィックデザ
イン学科の学生数人が手をあ
げてくれました︒
そして︑せっかく山椒につ
いてデザインしてもらうのな
ら︑写真や映像だけを参考に
するのではなく︑実際に越知
町に来てもらい︑本物の山椒
に触れて体感してほしい︑と
考え︑山椒畑での収穫体験を
実施しました︒
５月と６月の山椒収穫の時
期に︑生産農家の方に協力し
ていただき︑ 人の学生が数
日に分かれて来町してくれま
した︒みんな今回が初めて山

椒の木を見たということで︑
短い時間の中で︑無心になっ
て山椒の実を採ったり︑デザ
インの元になる写真を撮影し
たり︑生産者の方にいろいろ
と質問したりと︑山椒につい
て知ろう・学ぼうと真剣に向
き合ってくれている姿がとて
もうれしかったです︒
この学生さんたちにこれか
らデザインしてもらう作品
は︑秋に催される越知町文化
祭などで展示・公開する予定
です︒
また時期が来ましたら告知
しますので︑そのときはぜひ
見に来てくださいね︒どんな
作品が出来上がるのか︑今か
らすごく楽しみです︒

山椒畑で生産者の方の話を真剣に聞く学生

ウチダ
みなさんこんにちは︒
私はちょうど一年前の今
頃︑和紙に惹かれて初めて高
知へやってきました︒いの町
で和紙を学び︑越知町のコウ
ゾ畑へ足を運ぶ中で移住を決
意し︑協力隊となって半年強
がたちます︒
初めて越知町へ来たとき︑
その環境に驚いたのを鮮明に
覚えています︒
五味の畑の目の前には田ん
ぼが広がり︑奥には山々︑真上
には真っ白な入道雲の景色︒
中大平の畑では山の上の方に

コウゾ（和紙の原料）
の畑草刈りの様子

(ふるさと納税の推進)

13
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越知町にホームタウンを置く
高知ファイティングドッグス
の情報を
お届け！

■後期シーズン開幕！

■平間凜太郎がメキシコ挑戦
昨季は絶対的守護神とし
て︑今季はエースとして高知
ファイティングドッグスをけ
ん引し続けてきた平間凜太郎
投手が︑メキシカンリーグの
﹃メ キ シ コ シ テ ィ・レ ッ ド デ
所属選手たちはメジャー

ビルズ﹄
に移籍しました！
リーグを目指して戦う舞台で
あり︑メジャーリーグから
﹁３
Ａ﹂クラスと公認されている︑
ハ イ レ ベ ル な リ ー グ︒
ＮＰＢ

メキシコ入りした２日後に
は早速先発登板し︑６回無失
点の好投︒
その後も︑自慢のナ
イアガラカーブを武器に︑着
実に結果を積み上げていま
す︒
ロッカールームでチームメ
イトと一緒に踊っている様子
がアップされているなど︑メ
キシコの地で充実した日々を
送 っ て い る 様 子 が︑
ＳＮＳで
見られています！
世界へ羽ばたいた平間投手
を︑
見守っていきましょう︒

27・28日
（土・日）vs 徳島 ＠大方（午後2時）

今回は︑体力測定の１つの
ソフトボール投げ︒
有田選手
のお手本を見て投げるコツを
つかんでもらい︑測定に挑み
ました︒
有田選手の一人一人
への丁寧なアドバイスに︑生
徒の皆さんも目を輝かせてく
れました︒
また小・中学校へ︑
伺います！

20・21日
（土・日）vs 愛媛 ＠高知（午後6時）

出身者も数名が在籍してお

■越知小学校へ出張授業！

13日
（土）vs 香川 ＠四万十（午後1時）

り︑平間投手にとってはこれ
以上ない挑戦の舞台です︒

﹁世界に平間凜太郎の名を
轟かせる意気込みでプレーし

７月１日︑外野手の有田諒
嘉選手とスタッフの石原が︑
越知小学校へ出張授業に伺い
ました︒
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ていきたいと思います！﹂と︑
気合い十分で旅立ちました︒

5日
（金）vs 香川 ＠高知（午後6時）

6回無失点の好投で、
後期1勝目を挙げた、釜谷竜哉投手

悲願の総合優勝へ向けて︑
この試合も︑先制したのは
いよいよ後期シーズンが開幕
高 知ＦＤ︒初 回 先 頭 の 有 田 諒
しました！
嘉選手が相手の送球ミスで出
６月 日のビジター・徳島
塁すると︑振り逃げの間に生
戦が後期の開幕戦︒
還し︑
１点をもぎ取ります︒
先発投手を務めた釜谷竜哉
しかし２回︑守備のミスで
投手が︑６回無失点の好投を
走者を背負うと︑２点本塁打
見せると︑打線は４回︑副キャ
を浴び逆転を許します︒
プテン・桑原潤也選手のタイ
その後は︑先発の野里慶士
ムリーで︑幸先よく先制しま
郎投手と相手投手の︑激しい
す︒
投手戦に︒
お 互 い が２ 桁 奪 三
その後も打線が続き︑一挙
振 を 奪 い︑ス コ ア ボ ー ド に
４ 得点︒
７ 回にも２ 点を追加 ﹁０﹂が並びます︒
反撃の糸口
し︑試合を決めたかに見えま
をつかみ始めたところでした
したが︑リリーフ陣が捕まり
が︑徐々に雨脚が強まり︑雨天
５失点⁝ １点差でなんとか
コールド⁝ 不安定な天候に
逃げ切り６︱５で勝利しまし
泣かされ︑１︱２で敗戦とな
た︒
りました︒
大事な後期開幕戦は︑白星
後期開幕は１ 勝１ 敗︒
エー
発進となりました！
ス・平間凜太郎投手が抜けた
穴を埋められるか︑後期は投
７月２日は︑徳島ＩＳと︑高
手陣に期待です！
知球場でのホーム開幕戦︒

8月のホーム公式戦

タド
イグ
ムス
ズ
26
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低所得者の
子育て世帯生活支援特別給付金
新型コロナウイルス感染症
による影響が長期化する中
で︑食費等の物価高騰等に直
面する低所得の子育て世帯に
対し︑特別給付金を支給する
ことにより︑その実情を踏ま
えた生活の支援給付を行うこ
とになりました︒左記に該当
する方でまだ申請されていな
い方は︑期限までに申請して
ください︒
︻申請期限︼

給付金を受け取るには︑申
請が必要です︒住民課に申請
書を提出していただき︑申請
内容を確認して指定口座に振
り込みます︒

付金を受給した方を除く︶

︵家計急変者︶

令和５年２月 日
︵令和５年３月分の児童手当
等の認定請求者は︑令和５年
３月 日まで︶

31

18

28

℡︵２６︶１１１５

住民課 子育て世帯給付金係

◆申請・お問い合わせ先

15

︻給付金の支給手続き︼

児童１人当たり５万円

︻支給額︼

令和４年３月 日時点で︑
歳未満の児童︵障害児の場合
歳未満︶を養育する父母等
が新型コロナウイルス感染症
の影響を受けて令和４年１月
１日以降の収入が急変し︑住
民税均等割が非課税である方
と同様の事情にあると認めら
れる方︒
︵新生児︶

⑤ 暗証番号︵４桁︶を入力

を選択

④ お住まいの市区町村の証明書

カードを置く

③カード置き場にマイナンバー

交付︶
を選択

② 証明書交付サービス︵コンビニ

る行政サービスボタンを押す

① マルチコピー機に表示されてい

︻コンビニ交付の操作手順︼

・ ２００円︵窓口交付と同額︶

コンビニで住民票と
印鑑登録証明書が取得できます
４月１日からマイナンバー
カードを利用して︑住民票と
印鑑登録証明書をコンビニで
取得できるコンビニ交付サー
ビスが始まっています︒
お近くのコンビニで休日や
夜間も︑証明書がお取りでき
ますので︑ぜひご利用くださ
い︒
なお︑コンビニ交付サービ
スを利用するには︑マイナン
バーカードが必要です︒

の差し替えには応じられませ

●操 作 ミ ス に よ る 返 金 や 証 明 書

要があります︒

︻コンビニ交付サービスとは︼ ⑥ マイナンバーカードを取り出す
⑦ 必要な証明書を選択
マイナンバーカードを利用
⑧ 交付種別・記載項目を選択し︑確定
して︑全国のコンビニのマル
⑨ 何枚必要かを入力
チコピー機で住民票などの証
⑩ 最終確認画面で間違いがないか
明書が取得できるサービスで
を確認し︑
確定
す︒
⑪ 手数料を入れると印刷が始まる
町外でも証明書を取得でき
⑫ 領収書が出てくる
るため︑出先などで急に証明
書が必要になったとき︑マイ
︻注意事項︼
ナンバーカードがあれば︑お
●暗 証 番 号 を ３ 回 間 違 え る と
近くのコンビニで証明書を取
ロックがかかり︑利用できなく
得できます︒
但し︑コンビニで
なります︒
ロック解除および暗
取得できるのは︑ご本人の印
証番号を変更するには︑ご本人
鑑証明とご本人または同じ世
が住民課窓口で手続きする必
帯の現在の住民票です︒

・ 午前６時 分から午後 時まで

︻ 利用できる時間および手数料︼
11

20

令和４年度分の住民税均等割
が非課税である世帯の方で︑
令和４年４月以降︑令和５年
２月末までに生まれる新生児
も対象となります︒︵すでに給

30
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作してください︒

んので︑画面をよく確認のうえ操

●転出届を出した方︵転出予定を

︻コン ビニ 交付 サービ スで 取
得ができない方︼

含む︶
の住民票と印鑑証明書

まれる場合の住民票

●同 じ 世 帯 に 転 出 予 定 の 方 が 含

●D V な ど 支 援 措 置 対 象 者 の 該

当者および世帯員

●住民票コード入りの住民票

●死亡者の除票の写し

●住 民 登 録 上 世 帯 分 離 を し て い

る場合︑他の世帯の方の住民票

の写しは交付できません︒

︻窓口対応の変更について︼
コンビニ交付サービスの開
始に伴い︑窓口での印鑑登録
証明書の受け付けが左記のと
おり変わります︒
従来では︑印鑑登録証がな
ければ証明書は出せませんで
したが︑４月１日のコンビニ
交 付サ ー ビス の開 始に伴 い︑
印鑑登録証がなくてもご本人
で あ れ ば︑窓 口 で マ イ ナ ン
バーカードを提示していただ
くことで証明書を出せること
となりました︒

◆お問い合わせ先
住民課
℡︵２６︶１１１５

8
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Jアラートの

地籍調査︵国土調査︶にご協力ください

谷北路︑石ノ内︑東石ノ内︑イ

ノ奥谷︑大石ガサコ︑井手ノ奥

石谷︑大石谷︑袖野駄場︑井手

ヤブノ峠︑ヤブノ峠谷北︑前平

路︑袖野前谷︑袖野磯︑平石畦︑

休場畦︑平石畦崎︑袖野谷北

袖野谷︑東谷尻︑新八石︑休場︑

①大字横畠中の一部

ノウ子︑カラマツ︑北ナカミ

ガワチ︑シタナカミ子︑フルヤ

ニ︑南ヤシキ︑ハゴイバ︑ナカ

イノヲク︑アタラシ︑シモノタ

ラ︑カツラサコ︑シロヲガチ︑

子︑カニノウトオ︑ヤシキノヒ

シモバタ︑ダバ︑モクヤガウ

ニイヤ︑アマガタキ︑ウド谷︑

②大字桐見川の一部

◆お問い合わせ先
産業課 国土調査係
℡︵２６︶１１０５

ハタ︑
シモヤシキ︑
ケヤコザコ

ケヤキサコ︑アミダボヲ︑ナカ

子︑南ナカミ子︑モゝノトヲ︑

ラガサコ︑イラガサコ東︑上イ
ラガサコ東︑大川添︑高岩︑潰
ガサコ︑潰ノ前︑古味路︑土佐
渕︑稲村谷尻︑稲村谷尻ノ上︑
ヨシガサコ︑ヨシガサコノ西︑
潰︑上イラガサコ︑東山神︑ツ
エノクチ︑楮畑中畦︑大畦東︑
鏡ガサコ︑楮畑芭蕉ノ元︑楮畑
南︑楮畑礒︑大岩屋ノ元︑楮畑︑
梶畑ノ西︑梶畑ノ北︑井手ノ奥

令和4年度調査区域（桐見川の一部）

令和４年度の調査区域は︑大字横畠中の一部︑大字桐見川の一部を計画しています︒
調査区域内に土地を所有されている
方には︑
調査に関する資料や現地立ち会いの日程等を送付します︒
地籍調査
︵国土調査︶
は︑
皆さんの大切な土地の位置︑
筆界︑
地番︑
地目︑
面積を明確にする重要な調査ですので︑
筆界の立ち会いなどにご協力をお願いします︒

令和4年度調査区域（横畠中の一部）

試験放送を行います
８月 日︵水︶に全国瞬時警
報システム︵Ｊアラート︶を用
いた︑全国一斉の情報伝達試
験放送を行います︒
放送は午前 時を予定して
います︒
防災に関する情報伝達試験
放送へのご理解をお願いいた
します︒
︻放送内容︼
♪チャイム音
これはＪアラートのテスト
です︒
︵三回繰り返し︶こちら
は防災越知町役場です︒

11

◆お問い合わせ先
危機管理課
℡︵２６︶１２３１

東路︑井手ノ奥︑集議所廻り︑
赤土ノ東

広報おち︱8 月号

9

10

♪チャイム音
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みなさんこんにちは︒越知
町地域プロジェクトマネー
ジャーの廣瀬です︒昨年度ま
で協力隊をやっていました
が︑本年度からは違う肩書で
仕事をさせていただいており
ます︒
８月より本格的にスタート
する越知町の人材育成事業
﹁おち夢中人プロジェク
ト﹂︒ちょっと変わったネー
ミングに込めた想いや︑今後
の取組内容についてご案内さ
せていただきます︒

人と人との関わりづくり﹂
です︒
今月︑第２号が発刊された
まちの情報誌﹁おちぼん﹂
は︑地域にどんなものがある
か︑どんな人がいるかを知る
ためのものです︒今後も︑
﹁みんなでつくる﹂を合言葉
に発行していきます︒また︑
その他の取り組みも順次進め
ます︒

ふたつめは︑﹁想いを形に
するお手伝い﹂です︒
﹁ 夢 中人カイギ﹂と題し︑町

民のみなさんが持つ︑﹁やって

ものです︒

︻開催日時︼
８月 日︵日︶
午後１時 分〜３時 分
︻開催場所︼
本の森図書館 ３階

︽参加者募集中︾
第１回﹁夢中人カイギ﹂を
左記日程で開催します︒ゆる
〜い雰囲気のなか︑みんなで
ガヤガヤと話をしましょう︒
試行期間であり最大 人での
開催のため︑事前予約制とし
ます︒﹁こんなことをやって
みたい﹂という想いをお持ち
の方は︑お気軽に企画課まで
ご連絡ください︒

夢中人カイギの試行のようす

◆ お申し込み・お問い合わせ先
企画課
℡︵２６︶１１６４

10
0
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弁護士による

児 童扶 養 手 当
︻母子・父子︼
現況届の提出は
８月中に
児童扶養手当の受給資格を
有している方︵所得制限で全
額支給停止となっている方も
含まれます︶は︑８月中に町
を経由して県に現況届を提出
しなければなりません︒
８月１日現在の状況を記入
し︑８月 日までに住民課児
童扶養手当係に提出してくだ
さい︒
提出が遅れると手当の振り
込みができませんので︑期間
中に必ず提出してください︒
◆お問い合わせ先
住民課 児童扶養手当係
℡︵２６︶１１１５

31

無料法律相談について

弁護士による無料法律相談
を実施します︒どんな法律相
談でもかまいませんので︑悩
みごとや︑困りごとなどお気
軽に相談ください︒

︻実施日︼
8月 日︵金︶

︻時間︼
午後１時〜４時 分

︻開設場所︼
保健福祉センター
︻申し込み︼
完全予約制︵４人までで相
談時間は1人 分です︶
※必ず事前に電話で予約をし
てください︒

みたい ﹂という想いを形にす
る取り組みを進めます︒
５月末に実験的に行った際
には︑参加者のさまざまな想
いを聞くことができました︒
一例を挙げると︑﹁小さな
子どもから高齢の方︑障害
の有る無しにかかわらず︑
誰もが参加できる音楽会を
やりたい﹂ といったものや︑
﹁自然のものをつかった遊び
を子どもたちに体験してもら
う場をつくりたい﹂といった

15

30

40

︻担当弁護士
︵予定︶
︼
法テラス須崎法律事務所
西浦 嘉博 弁護士

夢中人プロジェクトとは？
何かに夢中になる人が集ま
り︑まちに賑わいが生まれる
ことを目指すものです︒
﹁ 夢中﹂という言葉をも
じって﹁宇宙﹂とすると︑そ
の言葉には無限の広がりがあ
るように︑子どもも大人も︑
さまざまなことに夢中になる
ことで︑無限の可能性を広げ
ていければと考えています︒
どんなことをやるの？
ひとつは︑﹁まちと人︑

30

10

26

◆ お申し込み・お問い合わせ先
総務課
℡︵２６︶１１１１

28
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な運動を行い︑適切な食事︑
十分な睡眠をとるようにしま
しょう︒
２ 日々の生活の中で︑暑さ
に対する工夫をしよう
暑さは日々の生活の中の工
夫や心がけでやわらげること
ができます︒適度な空調で室
内の温度を快適に保ったり︑
衣服を工夫することで︑熱中
症の危険を避けやすくなりま
す︒また︑日よけをして直射
日光を避けましょう︒自分の
いる環境の熱中症危険度を常
に気にする習慣をつけること
も重要です︒
３ 特に注意が必要な場面や
場所で︑暑さから身を守る
行動をしよう
炎天下でのスポーツや空調
の整っていない環境での作業
などでは︑熱中症の危険から
しっかりと身を守る行動をと
ることが必要です︒適度な水
分と塩分の補給を行い︑こま
めに休憩をとるようにしま
しょう︒
◆お問い合わせ先
高吾北消防本部
℡︵２６︶２１１１

まであるニホンリス︑ニホン
モモンガ︑ムササビのお話で
す︒横倉山で撮影した写真や
ビデオを使って︑その暮らし
を紹介します︒

●自然観察会
﹁土の中の虫たち﹂
８月 日︵日︶
午後１時〜２時 分
落ち葉のすきまや土の中
にいる︑トビムシ︑カニム
シ︑ダンゴムシなどの小さな
生きものを観察します︒

﹁コオロギラン﹂
８月 日︵日︶
午後１時〜３時
横倉山へ上がり︑牧野富
太郎博士にゆかりの深いコオ
ロギランを観察します︒全国
的にも珍しいコオロギラン︑
今年はたくさん咲いているで
しょうか?

30

博物館からの
お知らせ
●企画展
﹁牧 野 富 太 郎 展〜博士の 横 顔
〜
︹牧野植物園巡回展︺
﹂
7月 日︵土︶〜
月 日︵日︶
牧野富太郎生誕１６０ 年
を記念する企画展です︒家族
との生活︑富太郎を支えた人
たち︑南方熊楠との交流︑高
知県内に残る富太郎の足跡や
エピソードを紹介します︒ま
た︑期間中の土曜・日曜・祝
日の午後１ 時から２ 時に限
り︑牧野博士が作製した植物
標本の実物を公開します︒
27

●講座
﹁おうちでできるトリのハク
セイづくり﹂
８月７日︵日︶
午後１時〜２時 分
身近で手に入る道具を
使って鳥のはく製をつくる方
法を紹介します︒なかなか習
えない技術︑この機会に学ん
でみてはいかがでしょうか？

11 23

﹁横倉山にすむリスのなかま﹂
９月４日︵日︶
午後１時〜２時 分
横倉山にすむリスのなか

﹁ムササビとコウモリの夕べ﹂
９月 日︵日︶
午後６時 分〜９時
横倉山の第三駐車場まで車
で行き︑杉原神社まで歩いて
登ります︒日が暮れて巨木に
できた巣穴から出てくるムサ
サビを観察します︒また︑夜
空を飛ぶコウモリが発する超
音波の声を専用の機械を使っ
て聞いてみます︒
30

●標本作製講座
横倉山の記録をのこそう
﹁鳥の仮ハクセイ作り﹂
８ 月 日︵土︶８ 月 日
︵日︶午前 時〜午後４時
鳥の研究用に使う標本︑
仮はく製をつくる工程を実際
に体験してもらいます︒野鳥
の体を間近で観察できるまた
とない機会です︒

13

10

※観察会と講座は要事前申し
込み︒
申し込みはホームページも
しくは電話にて︒各イベント
の１カ月前より前日まで受け
付けていますが︑定員は 人
で︑先着順で受け付け︒定員
に達し次第︑締め切り︒

14

◆お問い合わせ先
横倉山自然の森博物館
℡︵２６︶１０６０

︻入館料︼
大人５００ 円︑高校・大
学生４００円︑小・中学生２
００円︒長寿手帳ご提示か
歳以上の方は半額︒身障者の
方︑小学生未満は無料︒
※越知小・中学生と博物館友
の会会員は無料︒

15

70

21

28
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〜高吾北消防本部からのお知らせ〜
熱中症に気をつけましょう

負けない体づくりを続けよう

とても暑い日が続いていま
す︒この時期になると熱中症
が起こりやすく注意が必要で
す︒暑い中での仕事中︑運動
中などに少しでも体調不良を
感じたら無理をせずに休息を
とり水分補給をしましょう︒
熱中症はどのようにして起
こるのか？
熱中症を引き起こす条件
は︑﹁環境﹂と﹁からだ﹂と
﹁行動﹂によるものが考えら
れます︒﹁環境﹂の要因は︑
気温が高い︑湿度が高い︑風
が弱いなどがあります︒
﹁ からだ﹂の要因は︑激し
い労働や運動によって体内に
著しい熱が生じたり︑暑い環
境に体が十分に対応できない
ことなどがあります︒
﹁ 行動﹂の要因は︑激しい
筋肉運動や︑慣れない運動︑
長時間の屋外作業︑長時間の
無水分補給などがあります︒
︻熱中症の予防と対策︼
１ シーズンを通して︑暑さに

熱中症を予防するために
は︑暑さに負けない体づくり
が大切です︒気温が上がり始
める初夏から︑日常的に適度

広報おち︱8 月号
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30
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情 報 広 場

Ochi information
令和４年度 越知町職員採用試験
１ 職種・採用予定人員および職務内容
職 種

採用予定人員

一般行政職

若干名

職 務 内 容
一般行政事務に従事します（事務・技術）

２ 受験資格
職 種

受 験 資 格

一般行政職

昭和６３年４月２日以降に生まれた者で、高等学校卒業程度の学力を有する者
（令和５年３月卒業見込者可）

（注）上記の受験資格を有する者であっても、地方公務員法第１６条に規定する次のいずれかに該当する者は受験できません。
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者
日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者

３ 申込手続
（１）受付期間

（２）申 込 先

８月１日（月）から８月２６日（金）まで（土・日・祝日を除く）
（受付時間：午前８時３０分〜午後５時１５分）
総務課（〒７８１-１３０１ 高知県高岡郡越知町越知甲１９７０）

（３）申込書の
入手方法

・総務課で配布します。
・越知町のホームページ（URL : http://www.town.ochi.kochi.jp）よりダウンロードしてください。
・郵送により請求する場合は、封筒の表に「職員採用試験受験申込書請求」と朱書きし、あて
先を明記し84円切手を貼った返信用封筒を同封のうえ請求してください。

（４）申込方法

次の提出書類を直接持参または郵送すること。
（郵送の場合は、封筒の表に「受験申込書在中」と朱書きし、必ず一般書留または簡易書留に
て差し出してください。受付締切日の消印まで有効）

（５）提出書類

① 職員採用試験受験申込書（写真貼付）
② 最終学校の卒業証明書（卒業証書の写し可）または卒業見込証明書

（６）受験票の送付 申込書を受理した場合は受付期間終了後、受験票を送付します。試験当日必ず持参してくださ
い。

広報おち︱８月号
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Ochi information

４ 試験日程および試験種目
試験
区分

職種

実施日

１次
試験

一般行政職

2次
試験

１０月下旬以降（予定）

９月２５日（日）

試 験 種 目
①基礎能力試験
③作文試験

②性格適性検査

個人面接 等

会 場
役場
または
町民会館
役場

※１次試験の会場は申込者数により決定します。
２次試験の種目は変更する場合があります。
その場合は合格者に通知します。

５ 合格発表
日 時 等

試験区分

１次試験

１０月上旬（予定）以降に受験者全員に文書などで通知します。
また、合格者受験番号を役場前掲示板およびホームページに掲載します。

2次試験

１１月中旬（予定）以降に受験者全員に文書などで通知します。
また、合格者受験番号を役場前掲示板およびホームページに掲載します。

６ 採用予定日
令和５年４月１日
７ 給与等
越知町一般職の職員の給与に関する条例の規定による。
（参考）令和４年４月１日現在 ※学歴や職歴等により加算される場合があります。
職 種：一般行政職
初任給：150,600円（高校卒）
初任給：160,100円（短期大学卒）
初任給：171,700円（４年制大学卒）
８ その他注意事項
① 受験票、鉛筆（ＨＢ）等筆記用具を必ず持参すること。
② 試験時間に遅れた者は原則として受験を認めません。
③ 提出された関係書類および試験問題等は一切お返ししません。
④ その他職員採用試験に関することについては、総務課行政係までお問い合わせください。
◆お申し込み・お問い合わせ先
〒７８１-１３０１ 高知県高岡郡越知町越知甲１９７０ 越知町総務課行政係
℡（２６）１１１１
FAX（２６）０６００
E-mail : soumu@town.ochi.lg.jp
URL : http://www.town.ochi.kochi.jp

13
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募集・案内

子ども１ 人につき１ 万円
︵ 千 円 券× 枚 綴り×１冊 ︶
③の対象者
妊婦１人につき１万円︵千
円券× 枚綴り×１冊︶
※振興券の再交付はできませ
ん︒紛失されないようご注
意ください︒

方法で郵便局へご連絡をお願
いします︒
郵便局での保管期間は９月
日までとなります︒
９月 日以降は産業課で保
管しますので︑世帯主または
同世帯の世帯員の方は︑身分
証明書と認印をお持ちのう
え︑産業課までお越しくださ
い︒他世帯の方が受け取りを
ご希望の場合は産業課までご
相談ください︒

︻その他︼
地域振興券の交付に関し
て︑申請は必要ありません︒

職員募集

１３０１
-

高吾北広域町村事務組合
事務局︵サンプラザ越知店
道路向かい︶
℡︵２６︶２１２１

越知町越知甲２１２９番地７

〒７８１

◆ お申し込み・お問い合わせ先

http://www.kogohoku.ochi.
kochi.jp/

︻その他︼
詳しくは︑組合事務局また
は役場で試験実施要領と受験
申込書を受け取り確認してく
ださい︒
※組合ＨＰでのダウンロード
もできます︒

高吾北広域町村事務組合

︻職種・人数︼
看護師
２人
介護職等 ２人
調理員
２人
︻待 遇︼
組合条例による
︻採用日︼
令和５年４月１日

︻受験資格︼
○看護師
昭和 年４月２日以降に生
まれた方
○介護職等
昭和 年４月２日以降に生
まれた方
○調理員
昭和 年４月２日以降に生
まれた方
︻受付期間︼
８月１日︵月︶〜
９月 日︵金︶

︻１次試験日時︼
月 日︵日︶午前９時

14
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﹁越知町地域振興券﹂交付のご案内
新型コロナウイルス感染症
の影響および燃料価格や電気
ガス料金を含む物価の高騰の
影響を受けた地域経済の活性
化を図るとともに︑町民の生
活支援を目的として︑町内の
取扱加盟店で期間を限定し使
用できる︑地域振興券を交付
します︒
︻使用期間︼
９月 日︵金︶〜
令和５年１月 日︵火︶
※使用期間以外は利用できま
せん
︻発送時期︼
８月下旬より発送予定

15

︻使用店舗︼
町内の地域振興券取扱加盟
店で使用できます︒
地域振興券と合わせて︑
﹁地域振興券取扱加盟店一覧
表﹂をお送りします︒

14

◆お問い合わせ先
産業課
℡︵２６︶１１０５

48

48

31

10

10

16

︻発送方法︼
ゆうパック
※住民基本台帳に登録された
住所へ世帯主宛で発送しま
す
※不在で受け取れなかった場
合
ゆうパックは配達員からの
手渡しとなります︒不在で受
け取れなかった場合は︑ポス
トに投函される不在票をご覧
のうえ︑不在票に記載された

16

︻対象者︼
① ６月 日︵以下﹁基準
日﹂という︶に住民基本台
帳に記載されている世帯
② ①の世帯に属する︑平成
年４月２日から令和４年
６月 日までに出生した高
校３年生に相当する年齢以
下の子ども
③ ①の世帯に属し︑基準日
に母子健康手帳の交付を受
けている妊婦

10

48

16

30

30

︻発行額︼
世帯用振興券
①の対象者
１世帯につき２万円︵千円
券× 枚綴り×２冊︶
子育て応援用振興券
②の対象者

10

16

募集・案内

⑨交渉・契約

・木造住宅耐震診断事業（危機管理課）

・非木造住宅耐震診断事業（危機管理課）

・住宅耐震改修費等補助金（建設課）

※詳しくは各課までお問い合わせください

移住相談会
︻高知暮らしフェア２０２２夏︼
に越知町も参加しました！

移住定住対策のひとつと
して︑東京・大阪で行わ れ
る高知県の移住相談会に参
加しています︒
６月 日に東京会場︑６
月 日に大阪会場で開催さ
れ︑２日間で４２９人の方
が足を運ん でくださいまし
た︒
市町村ブース以外にも︑
高知の企業セミナーや地域
おこし協力隊のセミナーも
開催され︑越知町の相談
ブースには移住をご検討さ
れている方が相談にお越し
くださいました︒
相談会の他にも︑移住相
談や移住体験ツアー︑お試
し住宅など随時受け付けて
います︒移住を検討されて
いるご親戚やお知り合いが
いましたら︑ぜひご紹介く
ださい︒

広報おち︱8 月号
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※注意事項
バンクに登録されている物
件は︑改修や修繕を要する場
合が多くあります︒また︑残
置物の処分を要する場合もあ
りますので︑物件の状態を実
際に確認することが重要で
す︒改修や修繕を行う場合に
は︑条件により補助金制度が
あります︒詳しくは左記まで
お問い合わせください︒

おち着くライフ
QRコード

◆お問い合わせ先
企画課 移住支援係
℡︵２６︶１１６４

越知町の移住に関する情報満載！
QRコードを読み取ってみてください♪

26

19

※空き家バンク制度の流れ

・空き家家財道具等片付け補助金（企画課）

﹁空き家バンク﹂
のメリット
空き家バンクに登録し情報
を提供することにより︑空き
家活用の機会が広がるメリッ
トがあります︒
空き家になった場合︑老
朽化が進む前に売り家や貸家
として活用することで︑所有
者の管理負担が減るととも
に︑移住定住の機会が増えま
す︒また︑周辺の環境の悪化
や防災面での支障を防ぐこと
ができます︒居住人口が増え
ることによって地域の活性化
にもつながることが考えられ
ます︒

・空き家改修費等補助金（企画課）

﹁空き家バンク﹂
登録物件募集中‼
近年全国的に空き家が増え
続け深刻な状況になってお
り︑越知町も同様です︒
また︑移住定住事業も全国
的に推進されており︑町への
相談件数も上昇しています︒
自然豊かな越知町に住みた
い！空き家を利用して生活し
たい！といった相談が大変多
くなっています︒
町では所有者の同意を得ら
れた空き家物件を﹁空き家バ
ンク﹂に登録し︑ホームペー
ジなどで情報提供をしていま
す︒しかし︑登録物件数が少
なく相談者の希望に沿う場合
が少ない状況です︒
空き家を管理せず放置して
おくと劣化が急速に進みま
す︒貸家や売却により大切な
財産の寿命を延ばして守って
いきませんか︒
町では空き家と思われる物
件の活用について意向調査を
行います︒また︑活用につい
ての相談も受け付けています
のでご協力をよろしくお願い
します︒

移住・定住に関する住宅補助金制度

⑧閲覧・見学
④空き家バンクに登録
⑤空き家情報を提供
③登録申請

購入したい・借りたい

⑦詳細開示
②確認・調査
売却したい・貸したい

空き家を利用したい人
⑥バンク利用登録
役場
①相談
空き家の所有者

（トラブルを避けるため、不動産業者に仲介を依頼することをおすすめします）

募集・案内

◆お問い合わせ先
越知保育園
℡︵２６︶２１４１

◆お問い合わせ先
越知幼稚園
℡︵２６︶１１０7

司法書士による全国一斉

16
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﹁遺言・相続﹂相談会開催

高知県司法書士会では︑
令 和４ 年８ 月３ 日 を も っ て
司法書士制度が１５０ 周年
を迎えることを記念して︑
日本司法書士会連合会と全
国 の司法書士会および関
連団体と共催で︑相談会を
開催いたします︒
令和６年に予定されている
相続登記の義務化を見据え︑
相続登記に関する相談に応じ
るほか︑最近︑相談が増えつ
つある遺言の作成等の円滑な
相続を行うための準備に関す
る相談にも応じます︒
︻相談日時︼ ８月７日︵日︶
午前 時〜午後４時
︻実施方法︼
①対面による面談相談
︻ 会 場 ︼い の 町 枝 川 コ ミ ュ ニ
ティセンター
②電話相談
℡ ０１２０︵３３︶９２７９
※当日のみ通話可能

10

◆お問い合わせ先
高知県司法書士会
℡ ０８８︵８２５︶３１４３

50

越知幼稚園

今年度も夕涼み会︵夜店︶
は中止でしたが︑子どもたち
が親しみを持って楽しめるよ
うに昨年度と同じタイトル
﹃はっぴーふぇす︒︒︒﹄で開催
しました︒
昨年度は各クラス時間差で
行いましたが︑今年はコロナ
ウイルス感染症の対策をしな
がら全園児で行うことができ
ました︒
年長児は︑和太鼓でリズム
打ちをしたり﹁ラブ＆ハグ﹂
の曲で竹太鼓をしたりしまし
た︒見に来てくれていたお家
の人の姿に心を弾ませて︑自
分なりに一生懸命最後までや
りきる姿がありました︒
年中︑年少児は﹁おどるポ
ンポコリン﹂の踊りを発表し
ました︒緊張した表情も見ら
れましたが︑友達と一緒の衣
装を着て自分なりの動きで踊
る姿がありました︒
全園児で﹁プールのうた﹂
と﹁七夕﹂を歌い︑よさこい
踊りをしました︒お家の人に
アンコールをもらい︑みんな
で心を１ つにして踊りまし
た︒

年長児の竹太鼓

年中・年少児の踊り

越知保育園

〇野球教室︑楽しかったよ
越知保育園に高知ファイ
ティングドッグスのスクール
コーチが３人来て︑５歳児に
野球を教えてくれました︒体
操や玉入れなど無理なくで
きる運動遊びから始まり︑最
後は小さなバットを使って
ボールを打つ練習もしまし
た︒

真剣にスクールコーチの話を聞いています

少し難しくて空振りをする
子もいましたが︑ボールに当
たって飛んだときは
みんなすごくうれし
そうでした︒﹁打っ
たりするのが面白
かった﹂﹁学校行っ
たら野球するがで﹂
と野球に興味津々の
子どもたちの顔が並
びました︒園に子ど
も用のバットやボー
ルを頂きましたの
で︑遊びの中に取り
入れていこうと思い
ます︒
バットの使い方を教わる子どもたち

★乳児健診

︽日程︾
９月 日︵水︶
午前８時 分受付開始

︽対象児︾
令和３年８月１日〜
令和４年６月 日生

︽場所︾
保健福祉センター ２階
＊対象児には約１ カ月前に
通知を郵送します

◆ お申し込み・お問い合わせ先
保健福祉課 子育て世代包
括支援センター
℡︵２６︶３２１１
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９月 の 母 子 保 健 事 業 予 定
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★親子ふれあいサロン

10

︵離乳食講習会︶

︽日程︾
９月６日︵火︶
午前 時 分〜正午

︽場所︾
保健福祉センター ２階

︽内容︾
赤ちゃんの月齢や発達に応
じた口の動きや︑離乳食につ
いてのお話をします︒
また︑離乳食の実際の形状
などを見ていただけます︒
＊講習会実施にあたっては︑
感染防止対策を講じ︑内容
を縮小して行います︒

︽対象児︾
対象の方には︑案内を郵
送いたします︒

︽申込期限︾
９月１日︵木︶

募集・案内

30

自衛官等募集案内
募集種目

資格

海上

高卒
（見込含）
23歳未満
（注1）

航空

受付期間

試験期日

合格発表

高卒
（見込含）
２１歳未満(注２)

１次：
９月１９日
（月・祝）
２次：
１０月１５日
（土）
〜２０日
（木）
の１日
９月８日
（木）
３次：
【海】
１１月１８日
（金）
〜１２月１４日
（水）
まで
の１日。
【空】
１１月１２日
（土）
〜
１２月１５日
（木）
の指定日

１次：
１０月７日
（金）
２次：
【海】
１１月９日
（水）
【空】
１１月４日
（金）
最終
令和５年１月１７日
（火）

一般曹候補生

高卒
（見込含）
３３歳未満(注３）

９月５日
（月）
まで

１次：
１０月３日
（月）
最終：
１１月１５日
（火）

自衛官候補生

高卒
（見込含）
３３歳未満(注３）

９月１７日
（土）
（学科試験）
年間を通じて
９月２３日
（金・祝）
〜２５日
（日）
の１日
受付け中
（面接・身体検査）

航空学生

１次：
９月１７日
（土）
２次：
１０月８日
（土）
、
９日
（日）
の１日

試験時に
お知らせします

防衛大学校
（一般）

高卒
（見込含）
１０月２６日
２１歳未満(注２） （水）
まで

１次：
１１月５日
（土）
、
６日
（日）
２次：
１２月６日
（火）
〜１０日
（土）
の１日

１次：
１１月２４日
（木）
最終
令和５年１月２０日
（金）

防衛医科大学校
医学科学生

高卒
（見込含）
１０月１２日
２１歳未満(注２） （水）
まで

１次：
１０月２２日
（土）
２次：
１２月１４日
（水）
〜１６日
（金）
の１日

１次：
１２月１日
（木）
（火）
最終：令和５年１月３１日

防衛医科大学校
看護学生

高卒
（見込含）
１０月５日
２１歳未満(注２） （水）
まで

１次：
１０月１５日
（土）
２次：
１１月２６日
（土）
、
２７日
（日）

１次：
１１月１１日
（金）
（金）
最終：令和５年２月３日

注１ 採用予定月の１日現在、18歳以上23歳未満の者。22歳の者は、採用予定月の末日現在、23歳に達していない者
注２ 採用予定月の１日現在、18歳以上21歳未満の者。20歳の者は、採用予定月の末日現在、21歳に達していない者
注３ 採用予定月の１日現在、18歳以上33歳未満の者。32歳の者は、採用予定月の末日現在、33歳に達していない者
※お問い合わせは総務課 ℡（２６）１１１１、または下記へお気軽にどうぞ。パンフレット等もございます

◆自衛隊高知募集案内所
〒780−0061 高知市栄田町2-2-10 よさこい咲都合同庁舎８階
℡０８８（８２３）２００６
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スマホサイト▶

募集・案内
小舟団地入居者の募集について
小舟団地４戸の入居者を募集します。希望される方は下記のとおり申し込みをお願いします。
１ 募集する住宅
団地名等

小舟団地
（甲８８番地）

２ 受付期間

構造等

中耐

間 取 り

家 賃

入居予定日

備

考

１号棟２−３号（２階）

６畳和､６畳和､４.５畳洋、
収入に応じて算出
DK 他に倉庫付き

８月下旬

６畳和､４.５畳和､４.５畳洋、
収入に応じて算出
ＬＲ、DK他に倉庫付

８月下旬

３号棟１−４号（１階）

６畳和､６畳和､６畳洋、
収入に応じて算出
DK 他に倉庫付

８月中旬

５号棟４−３号（４階）

２号棟３−２号（３階）

８月１日（月）〜８月１２日（金） ※土、日、祝日を除く
午前８時３０分〜午後５時（正午から１時間は除く）

３ 入居の資格など
（１）世帯の収入の範囲
計算所得月額が158 ,000円以下（高齢者、障害者、未就学児童のいる世帯等は214,000円以下）
（２）同居者条件など
①自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、現に同居し、または同居しようとする親族がある者
（事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予約者を含む）
②６０歳以上の方は、単身入居可
（３）国税、地方税を滞納していない者
（４）申込者、その同居者が暴力団員でないこと
４ 申し込みに必要な書類
（１）入居申込書（申込書は総務課にあります）
（２）収入証明書（同居予定者全員）
①給与所得者は、令和３年分の源泉徴収票
②給与所得者以外の方は、所得証明書
（３）市町村税完納証明書（同居予定者全員）
（４）住民票の写し（世帯員全員および同居人）
５ 入居者の選考
入居条件を満たしている申込者が、募集戸数を超える場合には、選考
委員会で審議の後、抽選で決定する場合があります。
◆お申し込み・お問い合わせ先

総務課 住宅係 ℡（２６）１１１１

広報おち︱8 月号

18

募集・案内
若者住宅入居者の募集について
若者住宅１戸の入居者を募集します。希望される方は下記のとおり申し込みをお願いします。
１ 募集する住宅
団地名等

構造等

若者住宅
（甲９７０-１）

ＲＣ・木造
２階建

間 取 り
２ＬＤＫ、下水道完備
風呂用太陽熱温水器、
駐車場付（一台分）

家 賃

入居予定日

３５，
０００円/月

８月下旬

備

考

６号
２階東側

２ 受付期間
８月１日（月）〜８月１２日（金） ※土、日、祝日を除く
午前８時３０分〜午後５時（正午から１時間は除く）
当初の募集で応募者がいない場合は継続募集とします。
３ 入居の資格など
（１）越知町に定住しようとする者（町内外を問わない）
（２）世帯主が３５歳以下であること
（３）世帯の収入が２００万円以上あること
（４）現に同居し、または同居しようとする配偶者がある者（事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚
姻の予約者を含む）
（５）国税、地方税を滞納していない者
（６）申込者、その同居者が暴力団員でないこと
４ その他の賃貸条件
共益費（照明等の共用部分にかかる経費など）
、
電気、ガス、上下水道料などは、別途負担となります。
５ 申し込みに必要な書類
（１）入居申込書（申込書は総務課にあります）
（２）市町村が発行する所得額の証明書（同居予定者全員）
（３）市町村が発行する納税証明書（同居予定者全員）
６ 入居者の選考
申込者が複数の場合は、８月１９日（金）午後６時に役場で公開抽選を行い決定します。
7 使用期間
５年。使用期間の更新はできますが、更新時に世帯主の年齢が３６歳以上の場合は更新できません。
◆お申し込み・お問い合わせ先
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総務課 住宅係 ℡（２６）１１１１

後期

森林管理コース5名程度
林業技術コース5名程度
木造設計コース5名程度
一般

前期
専攻課程

■森林管理コース
森林GISの活用や森林
施業プラン書の作成などの
森林・林業等に関する専門
的な知識や技術を習得し︑
林業経営の中核を担うこと
を目指す人
■林業技術コース
高性能林業機械のメンテ
ナンスや架線集材︑作業道
開設などの効率的な作業シ
ステム等の知識や技術を習
得し︑林業技術のエキス
パートを目指す人
■木造設計コース
木造の建築計画・設計の
スキルをはじめ︑森林や林
業︑木材の性質︑木質構
造︑環境性能︑インテリア
デザインに至るまで幅広い
知識や技術を習得し︑木材
の利用拡大を目指す人
︻特徴︼
最大１６５ 万円の給付金
制度あり
チェーンソーや林業機械
など現場実務で必要とな
る各種資格を取得可能
就職活動の一環として︑
インターンシップを実施
研修生一人一人に合わせ
た親身な就職支援
これまでの就職率１００％

一般
基礎課程

森林管理コース5名程度
林業技術コース5名程度
木造設計コース5名程度
推 薦

10名程度

（推薦試験）
申請期間： 8月29日（月）〜9月26日（月）
選考日 ：10月15日（土）
（一般前期試験）
申請期間：10月17日（月）〜11月11日（金）
選考日 ：11月26日（土）
（一般後期試験）
申請期間：令和5年1月16日（月）〜2月3日（金）
選考日 ：令和5年2月18日（土）
前期
後期

募集日程
募集人員
10名程度
選考区分
推 薦
課 程

高知県林業大学校
研修生募集

県土の パーセントを占
める森林の豊かな資源を活
用し︑林業︑木材産業等の
振興を図るため︑世界的な
建築家である隈研吾校長の
もとで︑高知県立林業大学
校では新たな担い手を育成
しております︒
林業大学校の教育理念や
特色を理解し︑林業︑木材
産業︑木造建築の各分野
で︑生涯にわたって活躍で
きる人材を日本全国から受
け入れます︒
︻受験資格︼
令 和５ 年４ 月１ 日 時 点 で
歳以上の者など
︻研修期間︼
１年間
︻研修料︼
年額 万６８０円︵税込︶
︻各課程紹介︼
︹基礎課程︺
林業に携わる上で必要な
森林・林業等に関する知識
や技術を習得し︑林業現場
で即戦力として活躍するこ
とを目指す人
︹専攻課程︺

募集・案内
18

84

13

◆ お申し込み・お問い合わせ先
〒７８２ ００７８
香美市土佐山田町大平
高知県立林業大学校
℡０８８７︵５２︶０７８４
０８８７︵５２︶０７８８
メール

80

https://kochi-forestry.ac.jp
林業大学校ＨＰ

030208@ken.pref.kochi.lg.jp
ＨＰ

FAX
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して︑突然人間に気がつくと︑

ていきます︒

よっこら﹂という感じで逃げ

はあまり巣穴から出ずに過ご

を蓄えます︒そして︑冬の間

̶

が︑昼間にも姿を見かけます︒
回れ右して一目散に走り去っ

イタチのなかま ミミズが好物
̶

がっちりした体つきからタ
目はよく見えないようで︑こ
ていきます︒でも短い足なの

アナグマ

ヌキと間違われるときもあり
ちらがじっとしているとどん

で早くは走れず︑
﹁よっこら︑

す︒森林や草原︑人里近くで

では本州︑四国︑九州にいま

にすんでいる動物です︒日本

同じように︑昔から人の近く

くつも入り口がある地下迷宮

使うので︑場所によってはい

ります︒同じ巣穴を長い期間

トンネルを掘って︑巣をつく

スのアナグマは地面に立派な

いて︑穴掘りが得意です︒メ

動撮影装置で確認されていま

ツチガエルを捕食する姿が自

や っ て き て︑水 を 飲 ん だ り︑

ます︒博物館の水庭にも時々

まで広い地域で見つかってい

淀川のほとりから横倉山の上

アナグマは︑越知町では仁

します︒

ますが︑アナグマはイタチの
どん近くによってきます︒そ

もよく姿が見られます︒

のような巣が見つかるときも

す︒一昨年の冬︑町内でわな

ろでよく見かけますが︑なん

周辺などの自然が豊かなとこ

です︒笹の葉やほかの植物を

グマのお母さんはきれい好き

スは１頭で暮らします︒アナ

てはお母さんだけがして︑オ

頭の子どもを産みます︒子育

その巣の中で初夏に２〜６

格です︒ときどき博物館で展

でも一︑二を争うくらいの体

高知県内でみられる剥製の中

ても大きな個体で︑おそらく

り︑剥製標本にしました︒と

マのオスをいただく機会があ

によって捕まえられたアナグ

〜 ㎝ ︑体重5〜 ㎏ くら

ました︒体の大きさは︑全長

畑にすんでいるアナグマもい

と高知城近くの市街地の中の

子どもたちの布団用に巣の中

示に出しますので︑ぜひご覧

ズ︑カンタロウ︵シーボルト

す︒高知県にいる大きなミミ

返してミミズを探していま

なようです︒よく地面を掘り

食性で︑とくにミミズが好き

食べものは何でも食べる雑

が少しだけ大きいです︒

いで︑メスよりもオスのほう

13

ミミズ︶はアナグマの好物の
一つです︒

巣穴の出入り口近くにつくっ

員 谷地森秀二︶

︵横倉山自然の森博物館学芸

て︑からだにたっぷりと栄養

ミミズなどをたくさん食べ

は︑秋 の 間 に 木 の 実 や 昆 虫︑

寒い地方にすむアナグマ

します︒

て︑巣の中が汚れないように

しをします︒また︑トイレを

に持ち込み︑天気の良い日は

夜の森に現れたアナグマ

になってください︒

高知県では天狗高原や剣山

あります︒

前足には頑丈な爪が生えて

仲間です︒キツネやタヌキと

博
物
館
だ
よ
り

巣穴の入り口に広げて布団干

100

夜間に活発に活動します
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№ 182
60

越 知 小 学 校

学・地

梅雨空に負けず！！〜地域での体験学習〜
今年も、地域の方や関係機関等の皆さんにご協力をいただき、感染症対策を
とりながら学習を進めています。２年間、コロナ禍により、地域に出かけた
り、ボランティアの方に来ていただいたりする学習ができにくい状況でした
が、今年は、少しずつ進めています。自分の体や目、手や足を使った体験は、
よい経験となっていきます。どんどん地域へも出かけたり、地域の方に来てい
ただいたりしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

４年生は、総合的な学習で環境につい
て学習しています。仁淀川の水質調査を
行い、今年は、昨年の結果と比較しなが
ら学習を進める予定です。どんな違いが
発見されるか、楽しみです！夏休みに再
調査へも出かける予定です。

道徳・人権教育参観日

１・２年生は、「昔遊び体験」をしました。例年は、秋
に1回の計画で行っていましたが、1学期にも体験できるよ
うにし、練習期間がもてるようにしました。2年生が1年生
にけん玉を教えたりしていました。上達が楽しみです！

6月１８日に、道徳・人権教育参観日を行いました。感染症対策により、低学年は、宮本忠男さんに
来ていただき、親子で体を動かしながらコミュニケーションを図る「みやもっち体育」を行いました。
高学年は、上田真弓さんに来ていただき、困難にぶつかっても、自分にファイト！と、考え方一つで頑
張る力になることのお話を伺いました。また、各学年で人権教育、道徳の授業を見ていただきました。

小中合同研修会より〜４年生社会科

越知町の水道の仕組みは？〜
6月２４日、４年生の研究授業がありまし
た。学習した他県の水道の仕組みと越知町
の水道の仕組みとの違いを調べました。環
境水道課の片岡さんに来ていただき、越知
町は「伏流水」を使っていること、とても
きれいな水が供給されていることなどを教
えていただきました。
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交通安全協会佐川支部 ・ 佐川警察署 ℡(22)0110
交通安全協会は、 皆さんの会費で運営されています。 ご協力よろしくお願いします。
自動ブレーキ等の機能が付いた “ サポートカー ” の限定免許が導入

●申請による、 自動ブレーキやペダル踏み間違い時加速抑制装
置等の先進安全機能を備えた 「安全運転サポート車」 に運
転を限定する、 『条件付免許』 の交付が可能になります。
【条件】 性能認定が行われた普通車で、 保安基準に適合した次のもの
・ 衝突被害軽減制動制御装置
・ 障害物探知機能付ペダル踏み間違い急発進抑制装置
※サポートカー限定免許でも、 原付 ・ 小特車の運転は可能です。

安全運転管理者等に対する法定講習
・ 日 時･･･８月２日 ( 火 )
・ 会 場･･･佐川町立 桜座
・ 対 象･･･安全運転管理者 ・ 安全運転副管理者
○管理者を選任している事業所は、必ず受講してください。
○自動車を５台以上（自動二輪は２台で１台計算）、所有し
ている事業所は、安全運転管理者を選任しなくてはなら
ない。（罰則：５万円以下の罰金）
※選任できてない事業所は速やかに警察署へ届けてください。

今月の「加盟店」ピックアップ紹介

（有）明清館
※お店で免許証・会員証を提示してください

℡（22）1955

高吾北地区地域安全協会事務局 （佐川警察署 刑事生活安全課内） ℡（22） 0560

夏山シーズンを迎え、山の緑も濃くなり各地の山々へは多くの登山者が訪れる季節になりました。
昨年、高知県内では遭難事故が５件発生し、１人行方不明、４人の方が無事救助されています。
遭難者の内訳は、40歳代が１人、60歳代が１人、そして70歳以上が３人と
なっているなど、高齢者の方の遭難が多く発生しています。
また、原因別では、地理不案内による「道迷い」が主な原因となっており、
登山経験の少ない方が遭難されるケースがほとんどです。
安全な登山をするために次のことに注意しましょう。
・山の気象や地形を十分に研究し、登山をするときは事前に情報を確認しましょう。
・登山の経験、技術、体力を十分に考えて無理のない日程、コースを選びましょう。
・天候の急変に備え、十分な準備と予備食料を準備しましょう。
・単独登山を避け、信頼できるリーダーと行動をしましょう。
・万一に備え、登山計画書を必ず提出しましょう。
（入山日の５日前までには提出してください。
）
※これまでも、全国では登山計画書（登山届）を提出したことで早期の救助につながった事例が数多
くあります。登山計画書や登山届を提出するということは、あなたの命を守る対策のひとつである
と考えて必ず提出しましょう。
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本の森図書館からのお知らせ
新 刊（一般向け）

「苦しかった
ときの
話をしようか」

「 米国最強

「子宝船」

経済学者にして
2児の母が読み解く

子どもの
育て方ベスト」

江戸深川で起こる
不可思議な事件
「きたきた捕物帖」
第二弾!!

悩んだ分だけ
強くなる！
傑作ビジネス書

「頭がよくなる方法
見るだけノート」

成田悠輔推薦！
子育て全書

「ヒロスエの
思考地図
しあわせの
かたち」

できる人と
いわれる方法
現実的に役立つ
方法が満載！

「ロシア点描」
ロシアという国を
知るための一冊と
なれば… 著者談

広末涼子の
エッセイ本

新 刊（子ども向け）
「捨てない
パン屋の挑戦
しあわせの
レシピ」

「野球の
メザトレ！」

幼児絵本
「そうたいせい
りろん」

元日本代表U-12
監督・仁志敏久直伝
勝てる”5つの力”
を紹介！

食品ロスなき
未来へ
ノンフィクション

文庫
「風に恋う」

世紀の大発見が
わかっちゃう !

「ばあばに
えがおを
とどけて
あげる」

「キャンプと
楽しむ釣り入門」
魚で作る
キャンプ料理の
レシピも紹介

吹奏楽部を
舞台にした
青春エンタメ

ばあばの人生に
「よろこび」が
きえちゃったの？

開館時間 午前11時〜午後６時 休館 月曜日・特別整理日・年末年始
◆お問い合わせ先 ℡
（26）
2433
（FAX兼用）

鎌倉キヨコ

氏

おくやみ

住

玲子

6月届出分

1区

横山

收

名
年齢

66 88 67 81 100 57 98 93 89 94 85

所

1区

大﨑

北村瑳暉子

6区

6区

加納
良子

7区

長谷川富士夫

（6月30日現在）

区

14

吉村袈裟美

世帯数 2,673（△13） 転出

12 10
区

10

鎌井田 岡林 朝子

2,727（△10） 転入

鎌井田 中内 正剛

女

胡摩崎千久

11

片岡

死亡

4）

栄

2,436（△

︵敬称略︶

男

岡林

1

柴尾

口 5,163（△14） 出生

町民の動き

人

※住民課に死亡届のあった方を掲載しています。
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ようへき

マイナンバーカード交付のための夜間開庁 住民課

集合時間など

14：30〜16：30

雨に濡れ涼しそうなり擁壁を覆いつくして
岡本佐江子
苔青々と

所

梅雨明けて入道雲かたちまちに雨雲らしき
門田 正子
色の拡がる

場

役場前

幼子に額をパンチされながら祖国防衛に
横山 洋子
残る父親

目

一言に心しおれて行く畑の草にため息空に
藤原 幸子
ため息

木

種

だ

4

献血

し

曜日

石段は車道整備に崩されて金毘羅の道に羊歯
宮橋 和代
おいしげる

月

9

日

ざる

月

8

桑の実を収穫せんとて笊持てり先ずはカメ
井上 るみ
ムシ蜘蛛を払って

℡
︵
２
６
︶
３
５
２
５

横顔に息を吹きかけられたかと一瞬たじろぐ
弘井 知里
室外機の風に

敏
機

ふところへ入って来いと夏の山どんと構えて
宮橋 敏機
わが前にあり

◎会員募集 心に溜まった思いを短歌に詠んでみませ
ん か︒興味のある方はどうぞ遠慮なくお
電話ください︒

宮
橋

備

七
月
会
考

17：15〜20：30 ※７月広報20ページ参照

5

金

ミニデイ
（鎌井田）

9

火

ミニデイ
（桐見川１区）

10

水

全国一斉情報伝達試験（Jアラート）町内全域

11

木

ミニデイ
（大平）

18

木

マイナンバーカード交付のための夜間開庁 住民課

17：15〜20：30 ※７月広報20ページ参照

20

土

ミニデイ
（五味）

五味集会所

13：30〜16:00

23

火

ミニデイ
（12区）

遊行寺集会所

9：30〜12:00

25

木

マイナンバーカード交付のための夜間開庁 住民課

17：15〜20：30 ※７月広報20ページ参照

26

金

無料法律相談

13：00〜16：10 10ページ参照

27

土

マイナンバーカード交付のための土曜日開庁 住民課

8：30〜12：30

30

火

ミニデイ
（桐見川2区）

10：00〜13:00

日

曜日

1

木

マイナンバーカード交付のための夜間開庁 住民課

4

日

子宮頸がん検診

6

火

親子ふれあいサロン・離乳食講習会 保健福祉センター

種

鎌井田老人里の家 10:00〜14:30
桐見ふれあいの里

11:00

太平集会所

保健福祉センター

目

桐見川2区公民館
場

10：00〜13:00

所

保健福祉センター

Jアラートによる町内全域
試験放送です

10：00〜12:00

集合時間など

※７月広報20ページ参照

備

考

17：15〜20：30 ※７月広報20ページ参照
個別に時間指定
10：30〜12：00 17ページ参照

※前日午後５時までに予約がない場合は開庁しませんので、事前にお電話でご予約をお願いします。

町内の水道指定業者一覧
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事業者名
（有）
西商店
（６区）

連 絡 先
（２６）
０２１３

（有）
中山石油
（２区）

（２６）
０３６２

（有）
三宮商事
（８区）

（２６）
０２２１

植 水道設備配管工務店
（１区）

（２６）
２２２５

岡村電設
（２区）

（２６）
２１９６

※1 夜間〜翌日早朝に大雨警報（土砂災害）に切り替える可能性が高い注意報は、高齢者等避難（警戒レベル3）に相当します。
※2 「極めて危険」
（濃い紫）が出現するまでに避難を完了しておくことが重要であり、
「濃い紫」は大雨特別警報が発表された際の警戒レベル5緊急安全確保の発令対象区域の絞り込みに活用することが考えられます。

防災情報広場

印刷／
／高知新聞総合印刷

E-mail:kikaku@town.ochi.lg.jp

〜
﹁ 土砂 災 害警戒 情 報 ﹂
発 表に伴 う
﹁ 避 難 指示 ﹂
等の発令について〜

◆お問い合わせ先
危機管理課
℡︵２６︶１２３１

なるよう︑県と気象庁が共
令和３年５月 日︑災害
対 策 基 本 法 の 改 正 に よ り︑ 同 で 発 表 し て い る 防 災 情
報︒
気象台から﹁土砂災害警戒
情報﹂
が発表された場合︑各
市町村が﹁避難指示﹂を発令 ﹁避難指示﹂
被害の危険が切迫したと
することが基本となりまし
きに発令されるもので︑人
た︒
的被害の危険性が非常に高
近年の豪雨では︑想定を
い場合に発令︒
超える災害が発生してお
り︑今後は昼夜を問わず
﹁避
それぞれの警戒レベルに
難指示﹂等が発令されるこ
相当する情報を早めの避難
とが予想されます︒
行動の判断に役立ててくだ
なお︑避難場所へ避難す
さい︒
ることが困難な場合は︑家
町からの避難指示等の発
の中でも山側から離れた部
令に留意するとともに︑避
屋や︑２階などへ避難する
難指示が発令されていなく
﹁在宅垂直避難﹂や﹁親戚・
ても自ら避難の判断をして
知人宅﹂
への避難など︑状況
く だ さ い︒警 戒 レ ベ ル ５ は
に応じた行動が必要です︒
すでに安全な避難ができず
気象情報や︑避難情報等
命 が 危 険 な 状 況 で す︒警 戒
にご留意いただき︑安全管
レベル３や４の段階で避難
理に努めてください︒
することが重要です︒
﹁土砂災害警戒情報﹂
降雨による土砂災害の危
険が高まったときに︑町長
が避難指示を発令する際の
判断や︑自主避難の参考と
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