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鬼役は本川中学校の生徒さん

☎ ８９３-１２１３ ☎ ８９３-１２１４

いの町防災・行政アプリ（防災、行政情報をプッシュ通知）
GooglePlayで
「ライフビジョン
（スマホ版）」検索

Android用のＱＲコード →

AppStoreで
「ライフビジョン」検索
iPhone用のＱＲコード →

いの町公式ホームページ

いの町公式インスタグラム

http://www.town.ino.kochi.jp/

https://www.instagram.com/ino_town/

乗って 守 ろ う ！
みんなの公共交通

電車やバス、タクシーなどの公共交通は、
利用者が年々減少しています。
町では、より利用しやすい公共交通を目
指し、いの町地域公共交通計画を作成する
と共に、さまざまな事業を通じて利用促進
を呼びかけています。

ますます高まる公共交通の役割

公共交通の利用者の減少は、路線の縮小や運行本数の減少に繋がり
ます。利便性が低下すると、利用者がさらに減少するという連鎖的な
悪循環に陥る恐れがあります。その様な状態が続けば、路線そのもの
が無くなってしまうかもしれません。
一方で、最近は高齢者による自動車事故が社会問題化しており、運
転免許証の返納も話題になっています。今自分で運転している人も、
いつまでも元気に運転できるとは限りません。高齢化が進む中で、公
共交通の確保は重大な課題となっています。
職場や家庭で、『ノーマイカーデー』を決めて定期的に公共交通を
利用するなど、普段利用していない人が月１回利用するだけで大きな
効果がありますので、「乗って守ろう！みんなの公共交通」を合言葉
に乗る人も乗らない人も一緒に公共交通を守っていきましょう！
毎月 日は、高知県の『ノーマイカーデー』です。
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小型特殊自動車の申告はお済みですか？

軽自動車の廃車手続きは４月１日までに

乗用トラクター、乗用コンバイン等に代表され
る農耕作業用自動車、フォークリフト等は、小型
特殊自動車です。該当する車をお持ちの方は、標
識番号の交付を受けてください。４月１日現在の
所有者に軽自動車税が課税されます。
また、すでに申告されている方で、所有者や登
録車輌に変更があった場合は、標識番号を持参の
上名義変更・廃車等の手続きをしてください。

軽自動車税は毎年４月１日現在の所有者に１年
分の税金が課税されます。
乗らなくなった軽自動車は廃車手続きを、譲渡
した場合は名義変更の手続きを行ってください。
▶申告先
・軽四輪自動車は、高知県軽自動車協会
（☎８４２―４３１１）
・排気量が125㏄以上の小型二輪は高知運輸支局
（☎０５０ー５５４０ー２０７７）
・原動機付自転車及び小型特殊自動車は、町民
課・各総合支所住民福祉課窓口

▶標識交付に必要なもの
◎所有者の氏名、住所、はんこ
◎車名、車体番号、総排気量
◎販売証明又は譲渡証明
▪問い合わせ

町民課 ☎ 893-1117 / 吾北 住民福祉課 ☎ 867-2300 / 本川 住民福祉課 ☎ 869-2112

有料広告

至 日高村・佐川町

仁淀川

いの町
紙の博物館

森木病院

いの町役場

伊野駅
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仁淀川清流保全推進協議会事務局
（高知県自然共生課 四万十川・清流担当）
メール：seiryu@ken.pref.kochi.lg.jp
FAX：
（088）
821−4530

連 絡 方 法

⃝お名前（ニックネーム可）※
⃝声を聞いた日時※
⃝声を聞いた場所（緯度と経度などの
位置情報があると助かります）※
⃝その他
周りの様子や、声を聞いて感じたこ
とがありましたら、教えてください。
※は、必ず書いてください。

メール又はFAXで、仁淀川清流保全推進
協議会事務局までお知らせください。

カジカガエル
の鳴き声が
聞けるよ！

教えていただきたい情報

ぷっくりハートちゃんがゆく
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いの町教育委員会
のホームページ内に、
ぷっくりハートちゃ
んのコーナーができ
ました！
ホームページでは、インスタグ
ラムと併用して、ぷっくりハート
ちゃんの活動予定のお知らせと
活動の様子を掲載しているほか、
ぷっくりハートについて詳しく掲
載していますので、ぜひご覧くだ
さい。
また、ホームページ内で「あな
たの見つけたぷっくりハート」
を募集しています！日々の中で
「ぷっくりハートだなぁ」と思う
出来事があれば、ぜひお寄せく
ださい。ぷっくりハートちゃんに
会った感想などもお待ちしていま
す。
ホームページは、いの町教育委
員会と検索いただくか、左記ＱＲ
コードからご覧ください。

有料広告

（隔週土曜）

広文

本川地区へ来て約１年が経ち、
初めての冬を過ごしています。
いの町のなかでも、本川地区は
飛びぬけて寒い（高知県では「ひ
やい」と言うんですね。）ところ
だと周りの方から聞かされていた
ので、それなりの覚悟をしていた
つもりでしたが…「こじゃんちひ
やい」ですね！日々、寒さが身に
染みています。
ですが、写真のような景色を見
られるのは寒いところならでは、
これこそが本川の魅力だと実感し
ています。
冬だけではなく四季折々の素晴
らしい景色を、みなさんにどんど
ん発信していくことが僕の活動の
一つです。

▪問い合わせ
教育委員会事務局
☎８９３ １-９２２

仁淀川は、国土交通省が実施している全国の一級河川の水質ランキングで、３年連続、過去10年間で８回、
日本一に選ばれているきれいな川です。人から見てきれいな仁淀川は、生き物たちから見たらどんな川？
きれいな川にすむカジカガエルの鳴き声が聞こえた場所を地図に入れて、仁淀川のきれいさを見える化し
たいと考えています。多くの情報をお待ちしています！！

探せ
カジカガエルを

ひろふみ）

竹並
（たけなみ

本川地区
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年生はこの日に向けて、いの
町役場総合政策課の方にいの
町の現状についての話を聞か
せていただき、人口減少とい
う課題解決のために、どのよ
うな取組が考えられるのか、
県内外の自治体の取組を調べ、
参考にしながら自分たちでも
アイデアを出し合いました。
発表会当日はグループごと
に提案するアイデアを一つに
絞り、ねらいや考えられる効
果と合わせてプレゼンテーシ
ョンにまとめて発表し合い、
池田町長や教育委員会、総合
政策課の方々にも提案を聞い
ていただきました。池田町長
からは一つ一つの提案にコメ
ントもいただくことができま
した。

町長に直接提案できる貴重
な機会をいただいたことで、

子どもたちはいの町のより良
い未来のためになにが必要か、
より真剣に考えることができ
ました。今回の経験を活かし
つつ、卒業後も様々なことを
学び、将来は広く地域のこと
も考えながら、行動できる大
人になってもらえたらと思い
ます。

●伊野南中学校

☆コスモス畑でごゆっくり
伊野南小中学校で作ってい
る稲刈り後の田は、今年もコ
スモス畑になりました。一面
に咲いたコスモスをゆっくり
鑑賞して欲しいと、中学一年
生が、授業でベンチを作成し、
設置しました。平日でも、散
歩に来た方が座ってのんびり
とコスモスを眺めていたり、

ベンチに座ってコスモスを
バックに写真撮影している方
がいたりと、好評でした。自
分たちにできることを実行に
移し、喜んでもらえることを
実感しました。

☆伊野南中にようこそ

小学六年生を対象にした一
日体験入学。今年度は、全て
生徒たちがおもてなしの心で
六年生を迎えました。生徒会
の執行部・推進委員が六年生
をお出迎え。学校紹介も、部
活動紹介も、校内案内もすべ
て行いました。交流授業（理
科・音楽・数学・体育）と、
部活動体験は、一、二年生が
企画、運営まで行いました。
相手のことを考え、主体的に
計画し実行するなど、本校の
つけたい力を、意識して活動
を行っています。
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町内の公立小中学校等の
取り組みを紹介します。

スマスに飾って楽しんだとの
報告がありました。

●枝川小学校
☆いの町の未来に向けた提案
発表会（池田町長を招いて）
月 日、六年生が総合的
な学習として池田町長を招い
て『いの町の未来に向けた提
案発表会』を行いました。六
12

●伊野幼稚園
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☆クリスマスリース作り
月 日、 ・ 歳児が
【クリスマスリース】を制作
しました。講師は生け花教室
の青木須磨子先生です。
13

マツボックリや葉っぱなど
の自然物を使って、楽しく取
り組みやすい内容だったので、
子ども達もじっくりと集中し
て作っていました。
「リースが出来上がって嬉
し か っ た 。」「 ベ ル の 飾 り が
嬉 し か っ た 。」「 リ ボ ン が 大
き く て 綺 麗 だ っ た 。」 と 喜 ん
でいました。
持ち帰り後もお家の方にそ
れぞれにほめてもらい、クリ
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健康・福祉
情報

「ヘルプマーク」を知っていますか？
義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、または、
妊娠初期の方など、援助や配慮を必要としていることが外見からは
わからない方がいます。そうした方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを
知らせるためのマークです。マークは鞄等につけることができます。
▶ヘルプマークを見かけたら
・電車やバスの中で席をお譲りください。
外見では健康に見えても、疲れやすかったり、つり革につかまり続けるなど同じ
姿勢を保つことが困難な方がいます。
・困っているようであれば、声をかけてください。
突発的な出来事に対して、臨機応変に対応することが困難な方がいます。
・災害時は、安全に避難するための支援をお願いします。
視覚障害者や聴覚障害者等の状況把握が難しい方、肢体不自由者等の自力での迅
速な避難が困難な方がいます。
▶ヘルプマークが必要な方は
ほけん福祉課、各総合支所住民福祉課、町民課窓口で配布しています。
▪問い合わせ ほけん福祉課 ☎ ８９３-３８１０

3月は『自殺対策強化月間』です

元気でいきいき暮らしたい～の
No.95

ほけん福祉課（すこやかセンター伊野内）

近年は新型コロナウイルス感染症による影響で、健康問題だけ
ではなく、生活や経済不安などから心身ともにストレスフルな状態にあります。また３～
4月にかけては、就職や転勤、卒業、進学、引っ越しに伴う家族や友人との別れなど生活
環境が大きく変わり、ストレスを受けやすい時期です。自分ではしんどさに気づきにくく
ても、身近な周囲の人がその変化に気づく場合があります。変化に気づいたら、まずは温
かく声をかけ、耳を傾けて話をきいてください。

声かけの４つのポイント
１．気づき

２．傾聴

３．つなぐ

４．見守る

家族や仲間の変化に
気づいて声をかける

本人の気持ちを尊重
し、耳を傾ける

早めに専門家に相談
するよう促す

温かく寄り添いなが
ら、じっくりと見守る

こころの相談窓口
こころがざわつく、不安になった時、1人で抱え込まず身近な人に打ち明けてください。
身近な人には相談しづらい、あるいは、相談できる人が周りにいないという方は相談できる
場所があります。あなたの不安やつらい気持ちを伝えてください。

高知いのちの電話
心の悩みに
関すること

5
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年末年始

10：00～18：00

高知県立精神保健福祉センター ☎ ０８８-８２１-４９６６
月～金

心のテレ相談

SNS
相談

☎ ０８８-８２４-６３００
  毎日 9：00～21：00 ／

８：30～17：15（祝休日・年末年始を除く）

☎ ０８８-８２３-０６００
13：00～15：00（土日、祝日、年末年始は除く）

LINE・チャットで相談ができます
検索

2022年3月号

https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro/

健康・福祉情報
仁淀病院

心電図検査でわかること
検査室

心電図検査は、健康診断や病院の診察時によくおこなわれる検査です。です
から、今までに一度も心電図検査を受けたことがないという方は少ないかもし
れません。痛みがなく数分で検査できる心電図ですが、そこからどんなことが
わかるのでしょうか。
心電図は、主に２種類の変化がないかを見ています。ひとつは脈の乱れ、も
う一つは心筋の異常です。心臓は規則正しく動いていますが、その速さやリズ
ムが乱れる『不整脈』は心電図が得意とする分野です。
心臓の筋肉に障害が起きると異常な波形が見られます。『心筋梗塞』や『狭
心症』などがあてはまります。
ただし、『狭心症』や『不整脈』などでは症状が出ている時でないと心電図
の変化が出ないことがあります。その場合は、発作時に心電図の測定、運動負
荷心電図や24時間心電図（ホルター心電図）などの検査を追加することがあ
ります。
私たち検査室では、心臓からのSOSを逃さず、より多くの情報を医師に伝え
られる心電図記録を心掛けています。

こんな時は、かかりつけの医師に相談してみましょう。心電図検査が役に立つかもしれません。
  ・急に胸がドキドキしたり、脈がとんだりすることがある
  ・階段を上るなど運動しているときに胸が痛いことがある
  ・安静にしているのに胸が痛いことがある
  ・安静にしているときに脈拍数が異常に多い（1分間に120回以上）
、
  又は異常に少ない（1分間に50回未満）

人権擁護委員・行政相談委員無料相談のご案内
地区

今月の相談日

相談時間

伊野

すこやかセンター伊野
3月18日
（金） 13：30～16：30
ミーティングルーム

開

催

場

所

本川

3月18日
（金）
13：00～15：00 本川保健福祉センター
（人権相談）

法務局相談窓口・問い合わせ

人権擁護委員
岡林 敬介
井上
晃
坂本 美加
宮田 孝志
鍋島 亨子
高橋美智子
山本 周児

行政相談委員
土居
晃
（敬称略）

▪ご相談等に関する問い合わせ
人権擁護委員（ほけん福祉課）
☎ ０８８-８９３-３８１０
行政相談委員（総務課）
☎ ０８８-８９３-１１１３

祝休日を除く月曜日から金曜日まで  受付 8：30～17：15
高知地方法務局人権擁護課

☎ ０８８-８２２-３５０３

みんなの人権１１０番

☎ ０５７０-００３-１１０

女性の人権ホットライン

☎ ０５７０-０７０-８１０

子どもの人権１１０番

☎ ０１２０-００７-１１０

有料広告
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※都合により変更する場合がありますので
ご了承ください。

3月の保健行事予定表
▶子育てサービス
内

＜乳幼児健診は個別に通知します。＞

容

日

程

場

所

受付時間

3/  8（火） 枝川コミュニティセンター
おやこっこたいむ
（育児相談）

9：30～10：30

3/15（火） 天王コミュニティセンター
3/22（火） ※総合健康センター（ぐりぐらひろば）
4/12（火） 枝川コミュニティセンター

7 か 月 児 健 診

3/10（木）

3

3/24（木）

歳

児

健

診

※ぐりぐらひろばのみ
予約制です

すこやかセンター伊野

13：00～

参加希望の方は、ほけん福祉課（すこやかセンター伊野内）(☎０８８-８９３-３８１１）までお申し込みください。

▶特定健診の個別受診
40～74歳の市町村国保の方と75歳以上の後期高齢の方は1年に1度、特定健診を受診することになっています。
今年度、特定健診の受診がお済みでない方は、3月31日までに病院へ電話予約のうえ、受診をしてください。
※特定健診の受診には、受診券が必要になります。いの町国保又は後期高齢の方で、受診券がお手元にない方
は、ほけん福祉課（☎ ０８８-８９３-３８１１）までご連絡ください。
町内実施医療機関一覧
病 院 名

電話番号

とんぼクリニック

088-879-0222

WESTほね関節クリニック

088-850-8811

西村整形外科医院

088-893-2455

長沢診療所

088-869-2211

天王診療所

088-891-6678

高岡内科

088-892-0296

田村カルディオクリニック

088-893-5712

山内内科

088-893-3111

高岩診療所

088-867-2518

森木病院

088-893-0014

大国町内科クリニック

088-802-8278

さくら病院

088-893-5111

病

院

名

電話番号

▶献血
日

程

3/15
（火）

場

所

受付時間

ＪＡ高知県伊野支所

  9：45～11：15

いの町役場本庁舎

13：00～16：00

※都合により日程が変更する場合もありますのでご了承ください。
☎ 893-5111

3（日） 仁淀病院

☎ 893-1551

１０（日） さくら病院

☎ 893-5111

１７（日） WESTほね関節クリニック

☎ 850-8811

１３（日） 仁淀病院

☎ 893-1551

２０（日） 仁淀病院

☎ 893-1551

２１（月） 森木病院

☎ 893-0014

２４（日） 仁淀病院

☎ 893-1551

２７（日） さくら病院

☎ 893-5111

２９（金） さくら病院

☎ 893-5111

4

月

3

月

休日当番医

６（日） さくら病院

都合により当番医が変更となる場合があります。受診の前に電話でご確認ください。

有料広告
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お知らせ ！
ボランティア功労者厚生労働
大臣表彰が授与されました

スマホで確定申告が便利です
スマートフォンで国税庁ホーム
ページにアクセスすれば、画面の
案内に従うだけでいつでもどこで
も申告書が作成できます。
（スマホ申告をした方は前年比約
2.3倍に増加）
入力方法などの動画を公開して
いますのでぜひご覧ください。

国税庁
ホームページは
こちら！

▪問い合わせ 伊野税務署 ☎ 088-893-1121
※音声案内で「２」を選択してください。

仁淀病院附属吾北診療所
の診察時間の変更

30年以上の長きにわたる地域福祉活動の功績が
高く評価され、川内地区ミニデイサービス団体「ほ
のぼのの集い」様が厚生労働大臣表彰を授与されま
した。
コロナ禍である
現在でも「地域の
高齢者は地域で守
る」活動を継続さ
れています。
今後も引き続き
ご活躍を期待いた
します。

緑の募金へご協力を

3月1日から5月31日は、春の
毎週火曜日の吾北診療所での診
「緑の募金強化期間」になってい
察時間が、４月から次のように変
ます。緑の募金は、「緑の募金に
更になります。
よる森林整備等の推進に関する法
▶診察時間
律」に基づく募金です。
14：00～16：00
皆様から寄せられた募金は、
▪問い合わせ
高知県森と緑の会を通じ、
仁淀病院 ☎ ８９３-１５５１ （公社）
県内の森林の整備、緑化の推進、
子ども達の木や森とふれあう機会
納税等に関するご相談は
債権管理課 ☎ 893-1118へ の提供、公募による森林ボラン
ティアや市町村の緑化活動への助
納税等は、便利で安心な口座振替 成などに活用されています。
をご利用ください。
緑の募金は、森林政策課、産業
経済課、本川総合支所産業建設課
いの町の人口
で受け付けています。
令和４年１月末現在
また、町内量
販店などにも募
総人口 21,813（22,214）
金箱が設置され
男 性 10,408（10,600）
ておりますので、
女 性 11,405（11,614）
ご協力をお願い
世帯数 10,403（10,500）
します。
（ ）内は前年同月末日
▪問い合わせ
※住民基本台帳人口による
森林政策課 ☎ ８６７-２３２２

新型コロナウイルス感染症の影
響が長期化する中で様々な困難に
直面した方々に対し、生活・暮ら
しの支援を行う観点から、住民税
非課税世帯等に対して、１世帯当
たり10万円を支給します。
対象と思われる世帯には、支給
要件確認書を送付しておりますの
で、内容を確認し、５月31日ま
でに返送してください。
また、市町村民税が課税されて
いる世帯であっても、新型コロナ
ウイルス感染症の影響を受けて家
計が急変し、非課税世帯相当とみ
なされる場合には、支給を行いま
す。詳しくは、ホームページをご
確認ください。

▪問い合わせ
町民課 ☎ ８９３-１１１７

伊野福祉会

有料広告
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多重債務でお悩みの方に
四国財務局には、借金を抱え悩んでおられる方々のための「相談窓口」
がございます。
一人で悩まず、ご相談ください。必要に応じて、弁護士・司法書士など
の法律専門家への引継ぎも行っております。
▶相談方法：相談は無料です。まずお電話ください。
こちらから電話をかけ直しいたします。
▶受付時間：月曜日～金曜日（祝日及び12/29～1/3を除く）
９：00～12：00、13：00～17：00
▪連 絡 先：四国財務局 多重債務者相談窓口
☎ ０８７-８１１-７８０１
（直通）   FAX ０８７-８２３-２０２５
住所：高松市サンポート3番33号  高松サンポート合同庁舎（南館）

安全なまちづくりのため、都市計画法が改正されました
災害ハザードエリア

災害レッドゾーン
・災害危険区域
・地すべり防止区域
・土砂災害特別警戒区域
・急傾斜地崩壊危険区域
・浸水被害防止区域

区域の名称

災害イエローゾーン
・土砂災害警戒区域
・浸水想定区域
（洪水等の発生時に生命又は身体に著しい危害
が生ずるおそれがある土地の区域に限る）

▪市街化調整区域の災害ハザードエリア開発許可の厳格化
県の条例で特例的に開発行為を認めている区域でも、災害レッドゾーンおよび災害イエロー
ゾーンは原則として開発行為に含むことができなくなります。

主な改正内容

▪災害レッドゾーン開発の原則禁止
「自己の業務の用に供する施設」の開発行
為が新たに規制対象に追加されました。

▶施行日：令和４年４月１日
▪問い合わせ：高知県都市計画課

※この表は、都市計画法の改正内容の概要です。
今後、高知県のホームページなどで詳細など
をお知らせする予定です。

☎ ０８８-８２３-９８４９   いの町土木課

車中避難所受入訓練を実施
1月8日に、すこやかセンター伊野で、南海ト
ラフ地震の事前情報を呼び掛ける「臨時情報」
が発表された場合を想定し、車中避難者の受入訓練を実施しました。
訓練は「高知防災プロジェクト」の山﨑水紀夫代表が講演を行っ
た後、伊野地区自主防災会連合会の協力のもと車中避難者の受付や
巡回支援訓練を行い、体調管理など手順の確認等を行いました。
車中避難は、コロナ禍での分散避難の一つの手段として注目され
ており、エコノミークラス症候群を防ぐためにも水分補給や適度な
運動を行うことが重要です。
南海トラフ地震の発生確率は高まってきていますので、今一度地
震への備えについて、地域やご家庭で話し合いを行っていただきま
すようお願いします。
有料広告
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伊野福祉会

☎ ０８８-８９３-１１１６

いの町メール配信
サービスの終了
いの町メール配信サービスは令
和4年3月31日をもって終了とな
ります。
防災行政 無 線の放 送内容やこ
れまで配信してきました防災情報、
行政情 報、防犯情 報、イベント情
報、教育情報（学校等からのお知
らせ）は、防災・行政アプリ（表紙
QR コード）からの配信となります。
▪問い合わせ 総務課危機管理室
☎ ８９３-１１１３

お知らせ ！
住宅用火災警報器を設置しましょう！！
住宅火災により死者が発生する原因の過半数は「逃げ遅
れ」です。
消防庁によると、住宅火災における被害状況を分析したと
ころ、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、死者数と焼損床面積は半減、損害額は
約４割減した結果となったようです。火災発生時、いち早く
気付くことがとても重要です。住宅用火災警報器は、火災の
煙や熱をいち早く感知して警報音などで知らせてくれます。
まだ設置をされていない方は設置をお願いします。また、
設置されている方は定期的に動作確認を行い、電池の交換等
適切な対応を行いましょう。
▪問い合わせ 火事・救急は １１９番
仁淀消防組合消防署 ☎ ８９３-３２２１
吾北 分署 ☎ ８６７-２８１２
日高 分署 ☎ ０８８９-２４-５４１１

【おうち時間 家族で点検
春の火災予防運動始まる

火の始末】

今年も３月１日
（火）
から７日
（月）
までの一週間、全国一斉
に春季火災予防運動が実施されます。
この季節は空気が非常に乾燥し、風の強い日が多いことか
ら火災が発生しやすく、一旦火災が発生すると急速に延焼拡
大し、大火となる危険性が高くなります。
この運動を契機に各家庭各職場の石油ストーブ等の石油機
器や電気器具の点検整備を実施してください。また、火気の
取り扱いには十分に気を付けてください。

住宅防火

いのちを守る７つのポイント

―３つの習慣・４つの対策―

【３つの習慣】
○寝たばこは、絶対やめる。
○ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
○ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。
【４つの対策】
○逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
（条例で義務化）
○寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎品
を使用する。
○火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置する。
○お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力
体制をつくる。

災害時応援協定の締結
町では、新たに次の企業と災害時応援
協定を締結しました。
（協定日）12月13日
（協定内容）災害に係る情報発信等に関
する協定 ヤフー株式会社

町営住宅入居者募集
▶募集住宅 吾北シルバーハウス
▶募集戸数 １戸
▶場
所 小川西津賀才650
▶入居資格 60歳以上の単身世帯又は夫
婦世帯等で、在宅福祉支援があれば自立
して生活のできる身体に障害がある方
▶申込書配布及び受付期間
３月１日
（火）
～11日
（金） ※土・日を除く。
▪申込・問い合わせ
管財契約課
☎８９３-１１１４
吾北 住民福祉課  ☎８６７-２３００
本川 住民福祉課  ☎８６９-２１１２

募

いの町地球温暖化対策推進
実行計画協議会委員の募集

省エネルギー・省資源の推進のため、
いの町地球温暖化対策推進実行計画の策
定にあたり協議会委員を公募します。
▶定
員：１名
▶任
期：委嘱した日から２年間
▶報
酬：町基準による
▶応募資格
町内在住又は町内で勤務・活動をされ
ている18歳以上の方
（高校生を除く）
で環
境保全に関心をお持ちの方
▶応募方法
応募書類に記入し、持参・郵送・Eメー
ルのいずれかでご応募ください。応募書
類は環境課、各総合支所、各出張所で配
布します。
※ホームページからもダウンロード可
▶応募期間：3月1日
（火）
～3月18日
（金）
▶選考方法：書類審査で行います。
結果は応募者全員に通知します。
▪申込・問い合わせ
環境課 ☎ ０８８-８９３-１１６０
Eメール：kankyou@town.ino.lg.jp
有料広告
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募 「いやっし～土佐」教室のご案内
いやっし～土佐では、１年を通して健康に関する様々な教室を開催しています。健康づくりや仲間作りに、
教室に参加してみませんか？なお、教室は各月ごとに募集しています。
教

室

名

キレイになるヨガ
肩こり腰痛予防体操
水中ウォーキング
アクアビクス
美姿勢骨盤ワーク
健康かんたん体操
ＺＵＭＢＡ
大人の水泳教室

講
師
吉村 加奈（火曜）
、久保 睦（火曜・金曜）
西本 ひとみ（金曜）
（水泳指導員）
松岡 真優
（インターナショナルヨガセンター ＩＹＣ）
松岡 大介
（ＡＦＡＡ公認インストラクター）
市川 実
（財）日本フィットネス協会公認
吉村 加奈
（フィットネスインストラクター）

川島

定

員

30名程度
15名程度
15名程度
50名程度
35名程度

亜弓インストラクター

15名程度

市川 実
（財）日本フィットネス協会公認
秋山 みさお
（ＪＷＩ認定ＺＵＭＢＡインストラクター）
吉村 加奈
（水泳指導員）
（※７～９月は開催しません。）

15名程度
15名程度

受講希望者が少数の場合は本教室を
開催しないこととします。

大人の水泳教室

日
時
毎週火・金曜日
10：30～11：30
毎週火曜日
18：15～19：15
毎週水曜日
14：00～15：00
毎週水曜日
10：30～11：30
毎週木曜日
10：30～11：30
毎週金曜日
11：00～12：00
毎週土曜日
16：00～17：00
毎週土曜日
10：00～11：00
毎週土曜日
18：15～19：15

15名程度

▶参加資格：医師などから運動の中止又は制限を受けていない18歳以上の方。
▶申込方法：申込用紙に必要事項を記入し、
「いやっし～土佐」の受付に受講料金と一緒に持参してください。
▪お問合せ：健康増進施設「いやっし～土佐」 ☎ ８５２-７６１８
※１回体験することができる「体験コース」
（700円）もございます。興味がある方、詳細等は、お問い合わせください。

募

自衛官等募集案内

募集種目

待 遇 等
資
格
受付期間
任用後の階級：3等陸・海・空尉
22歳以上26歳未満の者
大卒程度 初任給
（20歳以上22歳未満の者は大
一般幹部 試験 修士課程修了者等以外：226,500円 卒（見込含）、修士課程修了者等 3月1日～
修士課程修了者等 ： 243,500円 （見込含）は28歳未満の者）
候補生
4月14日
院卒者 任用後の階級：2等陸・海・空尉 20歳以上28歳未満の者
修士課程修了者等（見込含）
試験 初任給：247,500円
一般曹候補生

自衛官候補生

予備自衛官補
（一般）
予備自衛官補
（技能）

特別職国家公務員（自衛隊員）
18歳以上
3月1日～
2士初任給 月額179,200円（高卒）
5月10日
33歳未満
月額198,100円（大卒）
特別職国家公務員（自衛隊員）
自衛官候補生手当 月額142,100円
年間を
2士初任給 月額179,200円（高卒）
18歳以上
通じて
  月額198,100円（大卒）
33歳未満
受付けて
特例退職手当
います
1任期 陸   579,130円 海･空   951,236円
2任期 陸1,453,233円 海･空1,508,667円
一般社会人等
非常勤の特別職国家公務員
教育訓練召集手当 日額 8,200円
（会社員・大学生・主婦等）
教育訓練召集旅費支給
18歳以上34歳未満
１月６日～
訓練中の食事･宿泊費等無料支給
医療従事者、語学、建築、整備、
教育訓練日数
４月８日
船舶等の資格保有者18歳以上
（一般）3年以内に50日間
で保有する技能に応じ、53～
（技能）2年以内に10日間
教育訓練修了翌日に予備自衛官に任官 55歳未満

試験期日
合格発表
1次：5月20日
1次：4月23日・24日
2次：（海・空飛行要員のみ）
2次：5月27日～6月2日の内1日
（海）：6月16日
（空）：6月20日
3次：（海・空飛行要員のみ）
最終（陸）：7月  8日
（海）6月23日～27日の内1日
（海）：7月15日
（空）7月16日～8月4日の内6日
（空）：8月26日
1次：5月20日～29日の内1日
2次：6月17日～7月3日の内1日

１次：6月10日
最終：7月22日

年間を通じて
実施しています
（詳しくはお問い
合わせ下さい）

試験時に
お知らせします

４月11日～17日
（詳しくはお問い
合わせ下さい）

５月31日

※お問い合わせは、市町村窓口又は下記へお気軽にどうぞ。パンフレット等もございます。
〒780-0061 高知市栄田町2-2-10 高知よさこい咲都合同庁舎８階
自衛隊高知地方協力本部 高知募集案内所 ☎（０８８）８２３-２００６

有料広告
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月例会

漣
課題「 新 」
秀吟

信子

川柳会
西村

新調の靴で羽ばたく第一歩
純

選

子

（評 ） 社 会 人 と し て 、 ま た 再 起 を 賭 け て 新 調
の靴で踏み出す第一歩、希望と期待感がリズ
ム感のある句の中に流れてさわやかな一句と
なっています。
たかひろ

ゆかり

町

鈴

幸

範

奈

子

代

泉

子

史

子

世

美江子

哲

佳代子

真

子

新しい夢冒険の雲に乗る
新春の笑顔ひとつで滑り出す
新調のスーツが光る入社式
新年や神への祈りから始め
門松も無くただ暦のみ新た
発想を変えて見えだす新世界
初詣で神様アクビしないでね
新色の花を活け込みお正月
一月の海へ一帆のカレンダー
新春のコラムコロナ禍世界ゆれ
桜木が窓外新た春を待つ
征

恵

日本新世界キロクは受け付けず

信

課題「ゆったり」
秀吟

高野美江子

選

血管をゆったり流れる大河かな
たかひろ

（ 評 ） 血液サラサラとゆったり流れて大病も
知らず動脈を大河と称す作者 ･･･
感服しました。
平素の生活こそ大河悠々 教
･･訓になりました。

今月のこども川柳
枝川小

４年

山岡美乃莉

おおそうじ 心も部屋も ピカピカだ

【評】４年生の作者もおおそうじをしましたね。
部屋中ピカピカになると心まですがすがしくな
りました。心も成長して、すばらしい新年へは
ばたきましょう。

枝川小

５年

大谷

晄生

さむいあさ ふとんでるのが じごくだな

泉

子

子

ゲームはね たのしいけれど ひかえめに

恵

精霊流しゆったり黄泉へ祈り込め 純

愛と死をみつめて生きるゆったりと

幸

子

【 評 】巡 る 四 季 、 日 本 の す ば ら し さ 大 好 き で す
よね。きびしい朝の目ざめの様子、大人でも
同じですよ…「じごく」と評した気持ち感心
しました。がんばれ、がんばれ。

信

枝川小

６年

谷脇

特に冬 メガネがくもる 季節だな

長沢小

３年
５年

３年
４年

５年

３年

日野

安岡

正岡

古屋

楠瀬

重松

梨真

宏翔

佳

莉奈

心都

彩香

依奈

風がふく ちょうちょみたいな パンジーだ

枝川小

冬の空 きれいな空で 星探す

伊野小

クリスマス 子どものゆめの はじまりだ

枝川小

お年玉 ゆめがふくらむ どうしよう

枝川小

さむくても はんそでたんぱん 元気な子

長沢小

冬の日に 雪がふらない どうしてだ

伊野小

康太

史

森本

哲

３年

ゆったりと時の流れに身を任す
ゆったりの時間写経の墨をする
ゆったりと終わりも一緒処方箋

子

子

ゆったりのサイズが似合う終の章 町

範

代

世

ゆったりと流れる川も時として
ゆったりの長風呂をする幸福度
ゆったりと流れる雲に足止めて

鈴

征

ネコといてゆったりまったり至福刻

ゆかり

佳代子

ゆったりのトーン豊かに母の声

奈

美江子

ゆったりはどこへ行ったと貧乏性 真

選者吟
ゆったりと麹のつぶやき聞く杜氏

募集及び投句の問い合わせ先
いの町１８６８ ３
竹﨑 たかひろ 迄
☎ ０８８ ８
- ９２ ２
- ２６８

「こども川柳」は町内全小学校の児童のみな
さんを対象に募集しています。次回提出締め
切りは５月 日
（火）
です。たくさんのみなさん
の応募をお待ちしています。
（応募は各小学校
を通じてお願いします。）
※ 選評は、川柳漣会のみなさんにお願いしています。

有料広告
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選者吟

抜擢の人事新たな風を呼ぶ

※川柳会を毎月第２日曜日の午後１時から、伊
野公民館３階生涯学習室で行っています。気
軽に参加してみませんか。
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1

お知らせ
令和４年度狂犬病予防注射のお知らせ
▪問い合わせ

環境課 ☎ ８９３-１１６０

◎狂犬病予防注射の期間
狂犬病予防法及び同法施行規則により、生後91日以上の飼い犬は登録（生涯で１回）をし、狂犬病予防
注射を年に１回、原則として４月から６月までの間に接種しなければなりません。
◎狂犬病予防集合注射の実施
令和４年度集合注射を下記の日程で行いますので、後日個別に通知します接種票を必ず持参して会場にお
越しください。下記日程で接種できない場合は動物病院で受けてください。

４月６日
（水）

場
所
八代地区多目的構造改善センター
枝川コミュニティセンター
枝川雨水ポンプ場
すこやかセンター伊野北駐車場
天王コミュニティセンター
大内農村婦人の家
波川公民館
伊野中央公園
（伊野小学校 南）
加田老人憩の家前
神谷コミュニティ消防センター
さくら病院南側国道194号高架下
勝賀瀬公民館
町営住宅楠瀬団地前
県交北部交通柳瀬出張所前
出来地集会所前

接種時間
8：40～  8：50
9：00～  9：20
9：35～  9：45
9：55～10：10
10：20～10：50
11：10～11：20
11：30～11：40
12：50～13：10
13：25～13：35
13：40～13：50
14：00～14：10
14：15～14：25
14：35～14：45
14：50～15：00
15：05～15：15

４月17日
（日）

場
所
勝賀瀬郵便局前
神谷中学校旧校舎
波川公民館
伊野中央公園
（伊野小学校 南）
すこやかセンター伊野北駐車場
枝川雨水ポンプ場
枝川コミュニティセンター
伊野浄水苑ゲートボール駐車場
八田コミュニティセンター
池ノ内コミュニティセンター
天王コミュニティセンター

接種時間
9：00～  9：10
9：20～  9：30
9：50～10：00
10：15～10：35
10：45～11：05
11：20～11：30
11：40～12：00
13：10～13：20
13：30～14：00
14：10～14：25
14：30～15：00

※吾北地区は４月22日
（金）
・４月24日
（日）
、
本川地区は４月26日
（火）
に
集合注射を実施します。
日程は回覧でお知らせします。

▶注射料金・・・３,２００円
▶登録手数料（登録がない犬を飼い始めた場合のみ必要）
・・・３,０００円
▶鑑札再交付手数料（鑑札を紛失した場合のみ必要）
・・・・・１,６００円
死亡、転出入、譲渡など、飼い犬や飼い主に異動があった場合は速やかに連絡をお願いします。また、
飼い犬の新規登録申請は接種会場でもできますが、混雑を避け、当日の待ち時間を短縮していただくた
めにも、なるべく事前に環境課へ申請をお願いします。
注射当日は、首輪が抜けないようになるべくきつくし、犬を管理できる人が連れてきてください。

令和４年１月分

いの町上水道水質検査結果（毎月検査）
基準値

公園町水系

鎌田水系

伊野南

上八川

長沢

一般細菌

100個／ｍL以下

1未満
検出せず
2.5
0.1未満
7.4
異常なし
異常なし
1未満
0.05未満

1未満
検出せず
3.8
0.1未満
6.9
異常なし
異常なし
1未満
0.05未満

1未満
検出せず
4.4
0.1未満
6.9
異常なし
異常なし
1未満
0.05未満

0
検出せず
2.0
0.3未満
8.0
異常なし
異常なし
1未満
0.1未満

0
検出せず
3.1
0.3未満
7.2
異常なし
異常なし
1未満
0.1未満

大腸菌

検出されないこと

塩化物イオン

200㎎/L以下

有機物

3㎎/L以下

ｐH

5.8以上8.6以下

味

異常でないこと

臭気

異常でないこと

色度

5度以下

濁度

2度以下

※検査機関によって結果の表記に違いがありますが、すべての地点で水質基準を満たしています。
※水質検査は法令により
「毎日検査３項目」
「毎月検査９項目」
「３か月検査21項目」
「年１回検査51項目」
「年１回原水検査39項目」
「指標菌検査１項目」を実
施しています。すべての検査結果は、町公式ホームページに掲載しています。
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令和４年度
各税目・介護保険料・後期高齢者医療保険料の普通徴収納期限一覧表
２月
28

７期

８期

日
（火）

日
（月）

日
（水）

31

日
（火）

26

１月

30

月

31

月

12

日
（月）

軽自動車税

11

３期
２期

１期

10

月

全納

町県民税

30

日
（金）

２期

１期

９月

全納

31

日
（水）

日
（木）

30

８月

８月１日
（月）

６月

31

日
（火）

固定資産税

５月

税目等

５月２日
（月）

納期限
（振替日）

◎納付は必ず納期限までに済ませましょう
◎納付は便利な口座振替をご利用ください

４期
３期

４期

全期

国 保 税
介護保険料
後期高齢者医療保険料

全納
１期

２期

３期

４期

５期

６期

◎納付場所

四国銀行、高知銀行、高知信用金庫、百十四銀行、四国労働金庫 各本支店
高知県農業協同組合 各本支所 四国内の郵便局
いの町役場出納室、吾北・本川総合支所各出納分室、各出張所、各指定コンビニエンスストア
◆口座振替の手続きについては、下記までお問合せください。
口座振替による全納での引き落としができなかった場合、２期以降については自動的に期別ごとの口座
振替の扱いとなります。
１期については納付書を送付します。翌年度以降は、引き続き全納での口座振替となります。
▪問い合わせ 町民課 ☎ 088-893-1117
    吾北 住民福祉課 ☎ 088-867-2300
本川 住民福祉課 ☎ 088-869-2112
入札結果のお知らせ（令和3年10月～令和3年12月）
入札日

入札方法

工

事

名

工事場所

工事担当課

落札金額（円）

落札業者

10月  4日 指名競争入札 令和3年度 町道八田池ノ内線道路改良工事

八 田

土木課

25,648,700 株式会社 ダックテック

10月  6日 指名競争入札 令和3年度 町道一の谷寒風線寒風山橋橋梁架替工事（本体工事）

桑 瀬

本川産業建設課

40,425,000 有限会社 手箱建設

10月22日 指名競争入札 令和3年度 町道橋床中屋線道路改良工事

中 追

土木課

17,980,600 西川建設 株式会社

11月  8日 一般競争入札 令和3年度 北浦地区灌漑対策事業用水管設置工事

枝 川

土木課

123,954,600 株式会社 勝賀瀬土建

11月15日 一般競争入札 令和3年度 清水公民館改築工事（建築主体）
12月  1日 指名競争入札 令和3年度 町道小野成山線舗装工事

清水下分1000番地 吾北教育事務所 107,470,000 株式会社 田邊工務店
小 野

土木課

10,104,600 大旺新洋 株式会社 高知土木本店

12月  8日 指名競争入札 令和3年度 清水公民館改築工事（機械設備）

清水下分1000番地 吾北教育事務所

18,425,000 有限会社 エイトテック

12月  8日 指名競争入札 令和3年度 清水公民館改築工事（電気設備）

清水下分1000番地 吾北教育事務所

17,474,600 有限会社 テックイン・ヤマナカ

12月23日 指名競争入札 令和3年度 「がけくずれ」住家防災対策工事

有料広告
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土木課

13,475,000 尾﨑建設 有限会社

図書館だより

■ 司書のおすすめ本
『未知の星を求めて（新版）』
関 勉／著

本

広大な宇宙の果てに未知の天体を求め、「関彗
星」の誕生を夢見て、私の観測生活が始まった。
彗星、小惑星の捜索と発見に情熱を傾けた高知の
アマチュア天文家、関勉と星仲間たちの青春群像
の物語。

『絵の中のモノ語り』
中野 京子／著

「ナイトホークス」×煙草、
「バッカス」×ワイン、
「メディア」×蛇の腕輪…。西洋名画の中に描か
れたモノをもとに歴史の謎や社会背景、画家たち
の思惑を読み解く。『エクラ』連載を加筆修正。

『きりきり舞いのさようなら』
諸田 玲子／著

お江戸の大火で命からがら焼き出され、無一文の
すっからかん。人気戯作者十返舎一九一家。尽き
ない騒動に娘の舞の苦難は今日も続く…。
『小説宝石』掲載を書籍化。

館

枝川分室

休館日：月曜・祝日・館内整理日
  ℡：850-4360
休館日：月曜・水曜・金曜・日曜・祝日
  ℡：850-4350

■ 新着図書
⃝サステイナブルに暮らしたい

服部

雄一郎

⃝きんこん土佐日記

村岡

マサヒロ

⃝愚かな薔薇

12

恩田

陸

⃝警官の道

呉

⃝女性失格

小手鞠

るい

⃝偽装同盟

佐々木

譲

⃝答えは風のなか

重松

清

⃝真夜中のマリオネット

知念

実希人

⃝おわかれはモーツァルト

中山

七里

⃝血の歌

なかにし

⃝人形姫

山本

幸久

⃝ミス・パーフェクトが行く!

横関

大

勝浩

礼

▲▽ おはなし会 ▲▽

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況によって中止する場合があります。

▶０～２歳児と保護者対象

Ｐｅｅｋ ａ ｂｏｏ あかちゃんと楽しむ絵本とわらべうたの時間

3月26日
（土）10：30～10：50 定員親子５組
▶幼児～小学生対象
くつしたのあな

4月16日
（土）10：30～10：50 定員10人

12

3

March

9：30〜15：00 Mon〜Fri
088‑892‑3151
いの町1510‑1

SAT

土曜日開所⑥

手作り楽器のミニコンサート

２カ月に１回、土曜日開所しています！
１０：００〜１１：００は、ファミリー講座
（要予約）も開催予定です。ぜひきてね♪

時 間：１０：２０〜１１：００
ポコアポコの皆さんが、ステキな音楽で、
ひろばに春を届けてくださいます♪

16
WED

要予約（7組程度）

助産師の講話＆ベビーマッサージ

※ 要予約 は事前にお申し込みください。
※新型コロナウイルス感染症の感染状況によって、
延期・中止する場合があります。

時 間：１３：３０〜１５：００
対 象：妊婦さん〜就園前の親子
持ち物：母子手帳・バスタオル

23
ぐりぐらひろばでは、ご寄付いただいた
チャイルドシートやベビーバス、
ベビーカーなどの貸出しをしています。
※全てリユース用品です。
詳しくはぐりぐらひろばまで！

THU

要予約（8組程度）

↑「ぐりぐらつうしん」で毎月の
講座や集いの詳細を発信中！

〜ベビー用品貸出しのお知らせ〜

24

WED

ばで
らひろ
ぐりぐ ハート
り
ぷっく
♥
Part2

要予約（5組程度）

小児科医との座談会
時 間：１３：３０〜１５：００
対 象：妊婦さん〜就園前の親子
持ち物：母子手帳・バスタオル

広報いの
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EXHIBITION 特別展

伊藤神谷「書の世界」展6

紙仲間のいちぺーじ2022

いの町名誉町民伊藤
神谷の書のうち、当
館初展示品など約
40点を展示します。

ペーパークイリング
仲間による多数の
作品を展示します。

第15回全国土佐和紙はがき絵展

手作りの山草鉢と山野草展

全国から募集
した土佐和紙
のはがき絵作
品をすべて展
示します。

山野草など
約150点を
展示します。

開催中～3.13㊐
紙の博物館公認キャラクター
源太さん かわぞえうどう

©

WORKSHOP

要事前申込

4/2 ペーパークイリングで
土

作る母の日フレーム

時
内

開催中～3.31㊍

3.16㊌～3.21㊊

15回展準大賞

手づくり紙芝居コンクール
優秀作品展 3.23㊌～4.17㊐

土佐和紙で作る季節の花々

手づくり紙芝居コンクール上位入賞
の優秀作品を展示します。

土佐和紙を使って作る
季節の花々約100点を
展示します。

3.24㊍～4.3㊐

【出品者による実演（本選審査）】
（予定）
3月20日（日）9：00～
※入館料で観覧できます。

開催中の全国土佐和紙

はがき絵展の応募はがき

円

60

は、紙の博物館指定の土

佐和紙です。（１枚

開館時間 ｜9：00-17：00 休館日｜月曜日（ただし、祝日は開館し翌日休館）
入館料｜大人 500円 / 小中高生 100円 / 65歳以上 250円 ☎ 893-0886
＊販売コーナーは入場無料 ＊展示・ワークショップの詳細はHPで

で販売中）原料は主に苧

麻、楮が使われており、

日本画にも使われている

紙です。洋紙と比べて、

凹凸が大きいので和紙な

らではの表現ができます。

また、にじみ止めがあ

るものと、無いものがあ

り、表現したい内容に応

じて選ぶことが出来ます。

はがき絵展で土佐和紙に親しもう！
お手軽なはがきサイズ

から和紙の世界に入って

みませんか？

間：①9：30～ ②13：30～
容：細長い紙をくるくる巻いて
母の日にカーネーションフ
レ ームをプ
レゼントし
ましょう。
対 象：小学５年生以上
（小学4年生以下は保護者同伴）
定 員：各回８名
参加費：800円（入館料込）
予約受付開始日：３月１日
（火）
９：00～

開催中～3.13㊐

http://kamihaku.com/

高知城歴史博物館の催し
⃝開館５周年 城博の日 展示観覧無料 ３月５日
（土）
・６日
（日）
企画展「おいしい土佐藩」のほか総合展示室では土佐藩主山内家に伝わった
豪華なひな人形・ひな道具を展示。観覧者には記念品のプレゼントもあります。
▶観覧料：すべての方が無料
⃝開館５周年記念企画展 土佐のやきもの 尾戸焼 ３月18日
（金）
～５月30日
（月）
江戸時代前期、土佐藩の産業振興の一環として始められた尾戸焼。現在、茶道
具としても高い評価を受けるその作品と370年の歴史を一望する展覧会です。
▶観覧料：700円（常設展含む。高知城とのセット券900円）、
※高校生以下と県内65歳以上の方は無料
上記催しの共通事項
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葛屋香炉 当館蔵

時 間：9：00～18：00
日曜のみ 8：00～18：00
※展示室への入室は閉館30分前まで
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