予算の都合等により、年度内
※
の早い時期に受付終了となる場

出会いや結婚を積極支援
相談窓口を開設

要予約。 時 分以降を希望
※
する方はご相談ください。

補 助 金

有害獣被害防止に
関する補助
農作物を有害獣の被害か
ら守る防護柵用の機材等を
購入する場合に、購入費の
一部を補助します。
防護柵を設置する予定が
ある方は、市役所の本庁・
各支所で申請手続きを行っ
てください。防護柵等を設
置してからの申請は、補助
の対象になりません。

は郵送してください。

◎団体の方のみ （２戸以
上が所有する一続きの農地
で、その受益面積が ㌃以
上の農業者団体等）
◆新規防護柵
【補助率】購入費の３／４
以内（ 万円まで）
【対象獣】イノシシ・ニホ
ンジカ・サル等
防護柵の種類は、トタ
※
ン・ネット・電気柵等
【問い合わせ先】産業振興
課総務班 ☎
１０６２

危険物安全週間

その 他
児童手当現況届の提出を
お忘れなく！
児童手当を受給している
方は、６月中に児童手当・
特例給付現況届を提出して
ください。
この届けは、毎年６月１
日の状況を把握し、手当を
引き続き受ける要件を満た
しているかどうかを確認す
るためのものです。提出が
ない場合には、６月以降の
手当が停止されます。
【現況届に必要な添付書類】
◆受給者が被雇用者（会社員
等）の場合＝受給者の健康
保険被保険者証の写し等
◆平成 年１月１日に香美市
に住民登録のなかった方＝
前住所地の市区町村長が発
行する、受給者およびその
配偶者の平成 年度所得課
税証明書（平成 年分）
この他、必要に応じて提出す
※
る書類があります。

【問い合わせ・提出先】
福祉事務所☎
３１１７
香北支所 ☎
９２８５
物部支所 ☎
９２８８

まちづくりの手引書
香美市振興計画を販売
３月に作成した第２次香
美市振興計画書の購入を希
望する方は、企画財政課ま
たは各支所にお越しくださ
い。一冊 円で販売します。
第２次香美市振興計画は市立
※
図書館で閲覧できるほか、香美
市ＨＰにも掲載しています。

【問い合わせ先】
企画財政課☎ ・１０６１

市民の皆さんに親しまれ、
活用される新図書館を目指
し、アンケート調査を２つ
の方法で実施しています。
①無作為に抽出した方宛て
にアンケート用紙を郵送
しています。回答にご協
力ください。
②香美市ＨＰ上で回答でき
るほか、市立図書館など
でもアンケート用紙が入
手できます。どなたでも
回答いただけますので、
ご意見をお寄せください。
【問い合わせ先】生涯学習
振興課 ☎ ・１０８２

新図書館建設の
アンケートにご協力を
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合があります。

◆ノルディック・ウォーク
（ポールウォーキング）
月 日（ 水 ）・ 月 日
１

出会いや結婚への支援を
希望する独身者の方を応援
するため、地域づくり支援
員が相談をお受けします。
電話でも受け付けています
ので、お気軽にお問い合わ
せください。
【対象】結婚の意思がある
独身者の方、またはその親
族の方
【日時】月曜～金曜
８時 分～ 時 分

25

（水 ・)８日（水 ・) 日（水 ) ◎ 個 人 ・ 団 体 の 方 （農業
【場所】高知県立青少年セ
者等）
ンター体育館 他
◆新規防護柵
【受講料】無料
【補助率】購入費の１／２
【定員】各回先着 人
以内（５万円まで）
【申込方法】窓口もしくは、 【 対 象 獣 】 イ ノ シ シ ・ ニ ホ
電話・ＦＡＸ・郵送
ンジカ等
【問い合わせ・申込先】
◆新規防護柵
高知県立青少年センター
【補助率】購入費の２／３
〒７８１ ５２３２
以内（ 万円まで）
【対象獣】サル
香南市野市町西野 １
◆新規ステンレス線入りネ
☎ ・０６２１
ット防護柵・新規金網防
・０６２２
護柵・電気柵
【補助率】購入費の５／６
以内（ 万円まで）
【対象獣】ニホンジカ

【場所】香美市役所
【問い合わせ・相談先】
定住推進課☎ ・１０６１

生涯スポーツを楽しもう
いきいきチャレンジ
中高年の方が対象のスポ
ーツ体験イベントを行いま
す。初めての方でも取り組
みやすい２種目があります。
ぜひご参加ください。
【日時】
◆ラージボール卓球
月 日（木）
・ 日（木）
・
日（木）・ 日（木）

コ ツ コ ツ

680

15 11

20

中小企業退職金共済制度
中小企業退職金共済制度
は、国がサポートする中小
企業のための制度です。
【内容】
◆掛け金の一部を国が助成
◆掛け金は全額非課税
◆外部積立型で管理が簡単
◆パート従業員の加入も可
詳しくは中退共のホーム
※
ページをご覧ください。
http://chutaikyo.taisyo
kukin.go.jp/
【問い合わせ先】
中小企業退職金共済事業本部
☎ ・６９０７・１２３４

Kami １２
☎５２－９２８１

■問い合わせ先
健康介護支援課

10

56 56

検針票の当月使用量と前年同
※
月使用量の欄をご確認ください。

注意点

10

17

17

ＣＯ ２
ＣＯ ２
電気削減コンテスト

料理の際の

53

生肉・魚を切ったら
洗った後にまな板
等に熱湯をかける

52 52 53
・ ・ ・

ど、危険物を使用した製品
が多くあります。
普段の取り扱いや保管方
法にも注意が必要ですが、
特にごみとして廃棄する際
には、完全に使い切ってか
ら捨てなければ、ごみ収集
車の火災にもつながるため
大変危険です。
また、セルフ方式の給油
所での適切な給油方法等も
ご確認ください。
◆危険物安全週間推進標語
『あなたなら無事故の着地
決められる』
【問い合わせ先】消防課予
防班☎ ・４１７６

03

29

28

29

53

10

50

50

６月４日～ 日は危険物
安全週間です。
ガソリン・灯油等の石油
類をはじめとする危険物は、
事業所等で幅広く利用され
るとともに、私たちの生活
に欠かすことのできないも
のとなっています。これら
の危険物は、私たちの暮ら
しを豊かにする一方で、火
災等の災害を誘発する危険
性を持っています。
私たちの身の回りには、
潤滑油スプレー・ヘアスプ
レー・マニキュア除光液な

冷蔵庫へ

15

303

29

53
・

10

帰ったらすぐ

９

買い物･･･消費期限を確認し、肉や魚は分けて包
み、寄り道せずに帰りましょう。
調 理･･･肉や魚は十分に加熱しましょう（中心
部分の温度が７５℃で１分間以上）
食 事･･･できた料理は早く食べましょう。
残り物･･･残った料理は、清潔な容器で保存しま
しょう。温め直す時は十分に加熱し、時間が経
ち過ぎたものは思い切って処分しましょう。

15

15

53

29

付けない
増やさない
やっつける

台紙は何でもかまいませ
んが、住所・氏名・電話番
号を必ず記入してください。
入賞賞品のほか、参加者全
員に粗品を進呈します。
【応募方法】
ＦＡＸまたは郵送で応募し
てください。
【応募締切】 月 日（金）
【問い合わせ先】香美市地
球温暖化対策地域協議会
（環境上下水道課内）
☎ ・１０６３
・３０５１

食中毒予防のポイント

30

８

食中毒菌を

FAX
53 53

食中毒は１年中発生しますが、気温が高く湿
気が多いこの時期は細菌の増殖が活発になるた
め、食中毒が発生しやすくなります。

22 ６

家庭部門のＣＯ ２排出量の
大幅な削減が求められてい
ます。香美市地球温暖化対
策地域協議会では、今年も
コ ツ Ｃ(Ｏ ２ ・) コ ツ Ｃ(Ｏ ２）
電気削減コンテストを実施
します。
【参加方法】
月間電気使用量の削減に
取り組んでいただき、今年
の６月～９月のうち、最も
前年同月より使用量が減っ
ている１カ月間の検針票
（コピー可 を)ＦＡＸ、また

食中毒に気を付けて

