情 報 掲 示 板
料金の表示のないものは無料です

A 申込先 B 詳細の問い合わせ先

7 月のごみ収集
▶可燃ごみ … 7月18日（月・祝）は収集し
ます。
▶資源・不燃物 … 7月18日（月・祝）の地
区は当日に収集します。

環境業務課☎856-5374

納期内に税金を納めましょう

便利で安心な口座振替を
ご利用ください。
コンビニやスマホ決済
アプリでも納付できます。

7月は国民健康保険料第2期分・
後期高齢者医療保険料第1期分の
納付月です

便利で安心な口座振替をご利用ください。

お支払いに関するご相談は、
保険医療課収納係
（本庁舎1階108窓口）☎823-9438へ

7月・8月の休市日

●７月…3日㈰・6日㈬・10日㈰・13日㈬・
・20日㈬・24日㈰・27日㈬・
17日㈰・18日（月・祝）
31日㈰
・14日㈰・
●８月…3日㈬・7日㈰・11日（木・祝）
15日㈪・16日㈫・21日㈰・24日㈬・28日㈰・
31日㈬
▶市場開放デイは現在休止中です。
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取手F I
小松島記念GⅢ
防府F I
福井記念GⅢ
富山F I
弥彦F I
名古屋F I
サマーナイト玉野GⅡ
宇都宮FI
広島F I
大宮F I
佐世保記念GⅢ
小田原F I
岸和田F I
弥彦記念GⅢ

※開催中止、
場外発売中止の場合あり
◯：サテライト南国・安田のみ

明るい選挙
啓発作品の募集

暴力団の資金源となってい

令和 4年度の下水道排水設備工事責任技

要介護・要支援の認定を受けている方に

①ステラ桟橋（桟橋通五丁目）
  ②長喜荘

る用心棒代などのみかじめ

術者試験を行います。

対し、7月中に「介護保険負担割合証」を

（西塚ノ原）
   ③はるる（北本町四丁目）
  

料等の支払い拒否運動を行

事前講習▶9月4日㈰10時～ 12時

発送します。利用者負担の割合と適用期

④ ク オ リ ア 上 街 鷹 城 館（ 上 町 三 丁 目 ）
    

ポスター▶画材、 色彩は自由。 用紙は、

うため、 縁切り同盟を結成しています。

試験▶9月25日㈰15時～ 17時

間（8月 1日～令和 5年 7月 31日）を記載

⑤イチゴいちえ（介良）
   ⑥アートケア・

画用紙の八つ切りまたは四つ切りで。

加入すると、高知弁護士会の民暴弁護士

場所

高知城ホール（丸ノ内2- 1-10）

していますので、サービス利用の前に担

ホーム長浜1号館（長浜）
  ⑦つばさ（桟橋

標語▶400字詰めの原稿用紙1枚。

が、加入店一同の名前で暴力団に対する

料金

1万円

当ケアマネージャーやサービス事業所に

通一丁目）。

対象

支払い拒否通知書を内容証明で通知しま

申込

7月19日㈫～ 8月5日㈮、直接。

必ず提示してください。

す。加入者の保護は、警察・弁護士・暴

ほか

受験案内書は7月 11日㈪から上下水

力追放高知県民センター等が責任を持っ

道局 3階お客さまサービス課で配布

て行います。ぜひご加入ください。

します。

年会費▶個人3, 000円、
法人5, 000円（当

A B 〒781-8010 桟橋通3- 31- 11

初 3年間のみ、 以後年会費無料）
。 会費

上下水道局お客さまサービス課

は弁護士への委託料に充当します。

☎821- 9232

AB 暴力追放高知県民センター
☎871- 0003

暴力団等の困りごと
無料法律相談

マイナンバーカードの申
請をサポートします

▶封筒の一部を
切り取ります。
B 介護保険課給付係
☎823-9959

ほか

所得に応じて家賃補助あり。

A B ① 高 知 県 住 宅 供 給 公 社 ☎ 882-

明るい選挙を呼び掛けるポスター・標語
を募集します。

小・中・高校生

申込

9月9日㈮必着

ほか

ポスター・ 標語とも応募は1人 1点。

1313、 ②③㈲秦ホーム☎ 821- 7272、

自作で未発表のものに限ります。応

④⑤㈱高知ハウス☎824-6811、⑥㈱ハ

募方法など、詳しくはお問い合わせ

ルホーム☎823-1101、⑦㈲滝石建設不
動産事業部☎832-6262

国民年金保険料の
免除・納付猶予制度

ください。
AB 選挙管理委員会☎823- 9483

市民憲章よさこい踊り子
隊を募集します

計量に関する図画・
ポスターの作品募集

学生以外の方で、経済的な理由により国

よさこい鳴子踊り特別演

11月の計量月間・ 記念日にちなみ、 作

民年金保険料の納付でお困りの方のため

舞に参加を希望する方を

品を募集します。入賞者には賞状と副賞

の「国民年金保険料免除・納付猶予申請」

募集します。 今年は感染

を、応募者全員に参加賞をお渡しします。

暴力団等に関係する困りごとについて弁

マイナンバーカード交付センターでの申

制度があります。 免除等の対象期間は、

症対策のため、事前申込を必須とします。

作品規程▶「計量」
「はかり」を題材にし、

護士・警察・暴力追放高知県民センター

請では、 本人確認書類（運転免許証等顔

申請月からさかのぼって2年 1カ月前か

当日の参加はできません。 参加費無料。

画用紙またはポスター用紙の八つ切り

の各担当者が相談に応じます（予約制）
。

写真入り証明書（必須）と健康保険証な

ら令和 5年 6月分までです。 令和 4年度

法被１着 500円。鳴子は各自持参（当日

で。画材は自由。

日時

毎月第2・第4木曜日、13時〜16時

ど合わせて2点以上）があれば、 後日郵

分の申請受け付けは7月 1日に開始しま

販売あり）。 小学生以下の参加者は、 保

対象

場所

暴力追放高知県民センター

送でカードをお送りします。

すので、 申請方法など詳しく

護者同伴。

（本町2- 3- 31 LSビル3階）

詳しくは中央窓口センター

は最寄りの年金事務所または

定員

平日9時〜17時、電話で。

HPをご覧ください。

中央窓口センター国民年金担

AB 暴力追放高知県民センター

▶マイナンバーカード交付センター

当にご相談ください。

☎871- 0002、

日時

申込

0120- 893- 744

知っておきたいお墓の話
●「墓地を購入する」とは
土地の所有権を買うわけではなく、お
墓を建てる土地の「使用権」を得るこ
とをいいます。
●墓地の経営許可を確認しましょう
墓地を設置することのできる土地の所
有者は、墓地経営許可を受けている地
方公共団体、宗教法人、公益財団法人
等に限られています（特例として自己
所有地に限り、個人が墓地経営許可を
受けることができます）。
よって、経営許可のない墓地にお墓を
建てることは違法となります。経営許
可のある墓地には、県または市の許可
番号を明示した標識が設置されていま
す。お墓を建てるときは、経営許可を
受けている墓地であることを必ず確認
してください。

詳しくは環境保全課☎823 -9471へ

場所

申込

8 月 10日㈬・11日（木・ 祝）

市内の小・中・義務教育学校および
特別支援学校に通う児童・生徒

申込

作品の裏側に学校名・学年・クラス・

とも先着100人

氏名・ふりがなを明記し、持参また

7月 6日㈬～ 22日㈮、 高知青年会議

は郵送で。9月30日㈮必着。

平 日および毎月第 2と第 4の土・ 日

B 高知東年金事務所☎ 831- 4430、 高

曜日9時～ 12時、13時～ 17時

知西年金事務所☎875-1717、中央窓口

B 地域コミュニティ推進課

AB 〒780- 8571 本町5- 1-45 くらし・

デンテツターミナルビル4階

センター国民年金担当☎823-9439

☎823-9080

交通安全課計量検査所☎802- 5753

（はりまや町1- 5-1）
B 中央窓口センターマイナンバー交付
担当☎823- 9455

所HPの申し込みフォームで。

国保の高齢受給者証を
発送します

ほか

市民意識調査に
ご協力ください

11月13日㈰に表彰式を予定。

戦没者慰霊巡拝の募集

※以下は、県による実施会場で、本人確

国民健康保険に加入中の70 ～ 74歳の方

市の施策等に関する意見を把握するため

戦没者のご遺族の方を対象に慰霊巡拝が

認書類不要で申請できます（後日窓口

に、7月下旬に新しい高齢受給者証を発

のアンケート調査で、調査結果は市政運

行われます。

での本人確認と受け取りが必要です）。

送します。8月からは新しい高齢受給者

営の参考にするとともに、本市の各種計

対象地域▶①フィリピン②硫黄島

証をお使いください。

画の基礎資料として活用します。

実施時期▶①令和 5年 2月 16日㈭～ 23

※新 たに70歳になられる方には、70歳

対象

▶帯屋町会場
日時

9月24日㈯までの毎週土曜日、
11時～ 18時

になる月の下旬に発送します。70歳

場所

金高堂本店前（帯屋町2- 2）

の誕生日の翌月（1日生まれの方はそ

期日

7月7日㈭～ 27日㈬

の月）から、受給者証に記載されてい

ほか

調査は郵送で行い、氏名や住所など

▶イオン会場
日時

場所

無 作為に抽出した18歳以上の市民

日㈭②令和 5年 2月 28日㈫・3月 1日㈬

3,000人

※実施時期等は、相手国の都合等により

9月25日㈰までの毎週日曜日、

る窓口負担割合（2 ～3割）が適用され

回答者が特定できる項目を伺うこと

11時～ 18時

ます。

はありません。調査票が

イオンモール高知 1階南コート南 ユ

▶窓口負担割合は令和 4年度住民税課税

届いた方はご協力をお願

ニクロ横（秦南町1- 4-8）

所得等で判定します。実際の負担割合は

いします。

B 県マイナンバーカード出張申請受付

受給者証をご確認ください。

事務局☎883- 3322

B 保険医療課資格賦課係☎823-9360

『来たれ！「海上保安学校」へ』 1次試験を9月 25日㈰に実施します。申し込みは7月 19日㈫〜 28日㈭、インターネットで。詳しく
は海上保安庁HP「海上保安庁採用試験」をご確認ください。 高知海上保安部管理課☎832- 7113

B 政策企画課☎823-9407

変更することがあります。
対象

健康状態が良好な方。当該戦域を未
訪問の方を優先します。

申込

① 8月31日㈬②10月11日㈫までに、
電話で。

ほか

詳しい巡拝地域、諸経費などはお問
い合わせください。

AB 健康福祉総務課☎823- 9440

『自衛官等採用試験』 航空学生・一般曹候補生・自衛官候補生の受験者を募集しています。応募資格や試験日・試験会場な
ど、詳しくは高知地方協力本部HPをご覧ください。受験料は無料です。 自衛隊高知募集案内所☎823- 2006
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高齢者向け優良賃貸住宅
入居者の随時募集

催し＆イベント

２０２２年 月号

00
13

高知競輪 サテライト南国・安田

月 の 開 催 日 程

催し＆イベント
７

市場課☎883-1171

介護保険負担割合証を
発送します

講座＆教室

講座＆教室

市場 だより

下水道排水設備工事責任
技術者試験

お知らせ

お知らせ

納税相談は、税務管理課（本庁舎2階）
☎823-9418へ

みかじめ料等縁切り同盟
にご加入ください

集

集

7月は固定資産税
第2期分の納期月です

暮らしに役立つ情報コーナー

募

募

※ごみ出しは収集日当日の朝8時までにお願
いします。収集日以外・収集後にごみを出
されますと周辺の方に大変迷惑となりま
す。なお、収集時間は一定ではありません。

情 報 掲 示 板
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