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「基礎年金番号通知書」の
運用が始まります

3月31日㈭に年金手帳の発行が終了し、
4月1日㈮から年金手帳に代わって「基礎
年金番号通知書」の運用が始まります。
すでに年金手帳をお持ちの方は、引き続
き基礎年金番号を明らかにする書類とし
て必要ですので、大切に保管してくださ
い。4月以降に年金手帳を紛失した場合
は、基礎年金番号通知書を新たに発行し
ますので、年金事務所にご相談ください。
B高知東年金事務所☎831-4430、
高知西年金事務所☎875-1717

選挙人名簿への登録・
在外選挙人名簿登録

3月1日時点で登録資格を有する方を、
高知市選挙人名簿に登録します。
対象 �平成16年3月2日以前に生まれた方
で、市の住民基本台帳に記録された
日から引き続き3カ月以上居住した
方（既登録の方、令和3年10月以前
に転出した方を除く）。

ほか �この登録と12月2日〜3月1日の間
に行われた在外選挙人名簿の登録に
関する異議申出期間は3月2日㈬〜6
日㈰8時半〜17時です。登録確認の
ための名簿閲覧をご希望の方は、事
前にお問い合わせください。

B選挙管理委員会☎823-9483

新入学おめでとう！
入学通知書を送付しています

高知市立小・中・義務教育・特別支援学
校に、ことし入学するお子さんがいるご
家庭に、1月下旬に入学通知書を郵送し
ています。届いていない場合や、通知書
にご不明な点があればご連絡ください。
対象 �平成27年4月2日〜平成28年4月1
日（新小学生）と平成21年4月2日〜
平成22年4月1日（新中学生）に生ま
れたお子さん。

▶就学援助制度…お子さんの就学につい
て経済的な理由でお困りの方のために、
学用品費・給食費などを公費で援助する
制度です。ご希望の方は入学後、学校に
ご相談ください。
B青少年・事務管理課☎823-9468

大津波・津波警報の
サイレン・放送内容

大津波・津波警報が発表されると、市内
沿岸部、主要河川沿いを中心にサイレン
を鳴らし、呼びかけ放送を行います。沿
岸部や河川沿いは、地震後すぐに津波に
襲われる可能性が高い地区が多いため、
命を守るために高台へ迅速に避難しなけ
ればなりません。訓練を除き、サイレン
が鳴るのは避難が必要な非常時です。サ
イレンが聞こえたらすぐに高台へ避難し
てください。
B地域防災推進課☎823-9040

産業廃棄物管理票交付等
状況報告書の提出

市内で産業廃棄物を排出し、産業廃棄物
管理票（マニフェスト）を交付した方は、
毎年「産業廃棄物管理票交付等状況報告
書」を市長に提出する必要があります。
6月30日㈭までに、令和3年4月1日〜
令和4年3月31日の1年間の管理票の交
付状況を報告書にまと
めて提出してください。
詳細は廃棄物対策課HP
の記載例などをご参考
ください。
B廃棄物対策課☎823-9427

ひとり親家庭高等職業
訓練修了支援給付金

ひとり親家庭の父母が、看護師、介護福
祉士、保育士等の特定の資格を取得する
ために養成機関の課程を修了した際、市
民税課税世帯の方に2万5千円を、非課
税世帯の方に5万円を助成しています。
対象 �上記養成機関を修了した方で、修業
開始日と修了日に支給要件（所得制
限、母子家庭の母または父子家庭の
父であることなど）を満たしている
方に限ります。

期日 �修業修了後、 修了日から起算して
30日以内。

AB子育て給付課☎823-9447

かるぽーとを
ご利用の方へ

高知市文化プラザ（かるぽーと）は、4月
1日㈮から休館して改修工事を行いま
す。休館は約1年間の予定ですが、リニ
ューアル後のホールや中央公民館等の予
約開始時期は未定です。
時期が決まり次第、かる
ぽーとHPでお知らせし
ます。
B文化振興課☎821-9215、市文化振興
事業団☎883-5071、市文化プラザ共同
企業体☎883-5011

軽四・バイク等の
手続きを忘れずに

軽自動車税（種別割）は、毎年4月1日現
在の軽自動車、バイク、小型特殊自動車
の所有者または使用者に1年分の税金が
課税されます。使えない場合や他人に譲
った場合も、手続きをしないと課税され
ますので、3月31日㈭までに手続きをし
てください。3月末は窓口の混雑が予想
されますので、お早めにお願いします。
▶減免制度…身体障害者、生活保護受給
者、中国残留邦人等の支援給付受給者等
で一定の要件に該当する場合は、減免制
度があります。令和4年度の減免申請受
付期間は、4月1日㈮〜5月31日㈫です。
AB市民税課第三市民税係☎823-9423

転出届は郵送での届け出
をお勧めします

進学・就職等で高知市を出る場合や、海
外に1年以上滞在する場合は転出の届け
出が必要です。3〜4月は窓口が最も混
雑する時期ですので、郵送での届け出を
お勧めします。手続きの
方法などは、ホームペー
ジをご覧になるかお問い
合わせください。
▶窓口での届け出も可能です…本人また
は世帯主が、本人確認書類（マイナンバ
ーカード・運転免許証等）をお持ちの上、
本庁舎1階窓口または地域の各窓口セン
ターへ、月〜金曜日（祝日を除く）の開
所時間内にお越しください。
B中央窓口センター☎823-9430

手話奉仕員養成講座
（入門・基礎）

対象 �市内在住で手話初心者の方
日時  昼の部▶4月6日㈬から毎週水曜日
10時〜12時、夜の部▶4月8日㈮か
ら毎週金曜日19時〜21時。いずれ
も受講期間は約1年。

場所 �高知県聴覚障害者情報センター
定員 �先着各30人
料金 �テキスト代3,300円
申込 �3月1日㈫〜18日㈮に、直接または
郵送（当日消印有効）で。案内書等
の送付希望者は、住所・氏名を明記
し、94円切手を貼った返信用封筒
を郵送してください。
センターHPからもダ
ウンロードできます。

AB〒780-0928�越前町2-4-5�小高坂
更生センター3階�高知県聴覚障害者情報
センター☎823-5922、FAX822-0750

法情報総合データベース
の無料講習会

困りごとの解決や情報の収集に、データ
ベースを役立ててみませんか。
日時  3月20日㈰10時半〜12時（受け付
け10時から）

場所 �オーテピア4階研修室
定員 �20人（事前申込制）
申込 �3月1日㈫9時〜15日㈫17時に、参
加希望者の氏名・連絡先（電話また
は電子メールアドレス）を明記し、
原則電子メールで。電話・FAXも可。

ABオーテピア高知図書館データベー
ス担当☎823-4946、FAX802-6014、
toiawase@library.kochi.jp

子育て世帯への臨時特別給付
金の申請期限が迫っています

0歳〜高校3年生（平成15年4月2日〜令
和4年3月31日生まれ）のお子さんを養
育する世帯に給付金を支給しています。
高校生相当の児童のみを養育する方や公
務員の方は申請が必要です（支給済みの
場合を除く）。
支給額▶児童1人当たり一律10万円
申請締め切り▶3月31日㈭（3月17日㈭〜
31日㈭生まれの新生児は出生日の翌日
から15日以内であれば申請可能）
申請方法▶申請の対象者には、1月中旬
に申請用紙等を送付しています。児童と
別住所の場合や所属庁から児童手当を受
給する公務員で新生児を養育する方は、
子育て給付課までご相談ください。
B子育て世帯特別給付金担当
☎821-6515

自分に合ったボランティ
アをみつけませんか

ボランティアガイダンスに参加して、い
ろいろな団体の話を聞いてみませんか。
ボランティアはじめの一歩講座や団体の
活動紹介、個別相談を行います。どなた
でも参加できます。
日時  3月20日㈰14時半〜16時45分
場所 �総合あんしんセンター3階大会議室
申込 �3月17日㈭まで。申し
込み方法など、詳しく
はホームページをご覧
ください。

B市民活動サポートセンター
☎820-1540

国民健康保険に
加入している方へ

▶保険証の有効期限の変更…令和4年度
から保険証の有効期限が7月31日となり
ます。国民健康保険に加入中の方には、
新年度の保険証を3月下旬に発送予定で
す。次の更新日は令和5年8月1日です。
▶国民健康保険申告書の提出…国民健康
保険に加入中で、税務署や市役所に所得
の申告をしなかった方で、①令和3年中
の所得税や市県民税が非課税等の理由で
申告していない②遺族年金や障害年金の
受給者（老齢基礎年金の受給者は申告不
要）──のいずれかに該当する場合は提
出が必要です。また、世帯主で同世帯に
国保加入中の方がおり、上記に該当する
場合も提出が必要です。所得申告がない
と、保険料の軽減判定ができませんので
必ず提出してください。
B保険医療課資格賦課係☎823-9360

就職に関する無料相談

専任のキャリアコンサルタントが、就職
に関する相談から仕事の斡

あっ
旋
せん
まで無料で

行います。就職に関する悩
み相談、求人情報の提供、
紹介状の発行、適性検査、
応募書類の作成指導など。
対象 �仕事をお探しの方
場所 �第二庁舎2階相談室（個室）
申込 �相談希望日の前日までに、電話で。
ほか �相談は1人1時間程度（10時半から、
13時半から、15時から）。

AB産業政策課☎823-9456

障害のある方の
文化教室

市内在住で障害のある方
各教室10人
材料費の実費負担あり

申し込み、詳しくは
障害者福祉センター
☎873-7717、
FAX873-6420へ

見学もできます。
関心のある方は
お気軽に
ご連絡ください。

さをり織り
陶　　　芸
書　　　道
紙　粘　土
書　　　道
陶　　　芸

第1土曜日
第1または第2金曜日
第3水曜日
第4月曜日
第1水曜日
第1または第2火曜日

13時半～15時半
10時～12時
13時半～15時半
10時～15時半
13時半～15時半
10時～12時

開　催　場　所 教　　室 開　催　日 時　　間

障害者福祉センター
（旭町2-21-6）

南部健康福祉センター
（百石町3-1-30）

対象

料金
定員

『宝くじの助成金で整備しました』　（一財）自治総合センターの宝くじ社会貢献広報事業である一般コミュニティ助成事業を活用し
て、城南三ケ町町内会が使用する組み立て式アルミステージなどの備品を購入しました。　地域コミュニティ推進課☎823-9080

『音訳版・点字版「介護保険の手引き」』�「介護保険の手引き」の音訳版（テープ・CD版）と点字版を作成しました。希望者には郵送し
ますので、ご連絡ください。また、オーテピア高知声と点字の図書館で貸し出しも行っています。�介護保険課管理係☎823-9927


