予約受付中！
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【問い合わせ先】
商工会☎ ・４１１１

商品券取扱店も随時募集して
※
います。

商品券利用店など、詳細は案
※
内チラシをご覧ください。

12

緑の募金のお礼
緑の募金にご協力ありが
とうございました。
緑の募金は、県内の森林
整備・緑化推進等の事業、
自治会や市町村の緑化活動
への助成等、身近な環境の
緑化活動に活用されます。
平成 年度募金額は次の
とおりです。
【募金額】
◆家庭募金 万３９５０円
◆その他 ４８６３円
【問い合わせ先】高知県森
と緑の会香美市支部（産業
振興課内）☎
９２８３

10
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旧香美市役所物部支所に
残っている使用する見込み
のなくなった備品（机、キ
ャビネット等）について、
市民の皆さんに売却します。
入札制による競り売りで
す。物品に記載されている
予定価格に対し、最高額を
入札した方へ売却します。

旧物部支所の
備品を売却します

複十字シール運動は、結
核や肺がんなどの呼吸器疾
患をなくし、健康で明るい
社会を目指す運動です。ま
た、結核がまん延している
途上国への援助・協力にも
役立てられています。
香美市では、健康づくり
婦人会員が地域に出向き、
募金への協力をお願いして
います。
皆さんのご協力をお願い
します。
【問い合わせ先】
健康介護支援課健康づくり班
☎ ・９２８２

複十字シール運動
ご協力のお願い

【問い合わせ先】高知県健
康政策部医事薬務課
☎０８８・８２３・９７４９

詳しくはＨＰ。『高知家健康
※
づくり支援薬局』で検索！

構造基本調査を実施します。 違反広告物の一斉撤去
９月上旬から調査員が対
象地域の世帯に伺いますの
毎年９月１日～ 日は屋
で、ご協力をお願いします。 外広告物適正化旬間です。
【問い合わせ先】
県 条 例 で 、 広告物が出せ
企画財政課☎ ・３１１４
ない地域や、許 可 が 必 要 な
地域が定められています。
９月 日（木）に、ガー
お買い物は香美市で！
ドレールや標識等へ貼られ
香美ｉｎｇ商品券販売
た違反広告物の撤去を県内
一斉に行います。
香美市商工会では、 ％
【問い合わせ先】
のプレミアム付き商品券・
高知県中央東土木事務所
香美ｉｎｇ商品券を予約販
☎０８８・８６３・２１７５
売します（申し込み多数の
場合は抽選）。
【申込方法】案内チラシ付
高知家健康づくり支援
属の専用ハガキで郵送して
薬局をご存じですか
ください。チラシは、９月
の高知新聞折り込みのほか、
薬や健康の相談場所とし
商工会等で配布します。
て、地域の薬局を高知県が
【引換購入期間】 月１日
認定しています。血圧のこ
（水）～ 月 日（土）
と、禁煙のこと、薬の飲み
【内容】１セット（千円
あわせや飲み残しのことな
×
ど、高知家健康づくり支援
枚）＝１万円
１
薬局にご相談ください。
※人２セット（２万円）まで
高知家健康づくり支援薬
【有効期間】 月１日（金 )
局は、現在、香美市で 薬
～平成 年１月 日（水）
局が認定されています。
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月 日～ 日は
公証週間
公証制度とは、不動産の
売買や金銭の貸し借りなど
の重要な契約を交わしたり、
遺言をしたりする際、法的
に特別な証拠力が認められ
ている文書（公正証書）を
作成する制度です。
後 日 の ト ラ ブル 防 止 、 取
引や財産の安全確保に役立
つ制度ですので、ぜひ無料
相談をご利用ください。
秘
※密厳守・予約不要

【日時】９月 日（土）
時～ 時・ 時～ 時
平日であれば、毎日９時～
※
時（ 時～ 時を除く）に無料
相談をお受けしています。

【場所】高知合同公証役場
（高知市本町１丁目１ ３-）
【問い合わせ先】
高知合同公証役場
☎０８８・８２３・８６０１

その 他
就業状況基本調査
月１日現在で、国民の
就業の状態を確認する就業

日赤社資募金のお礼
日赤社資募金（香美市地
区）にご協力ありがとうご
ざいました。
いただいた善意は、災害
救助活動や献血事業、赤十
字ボランティア活動、国際
活動などに役立てられてい
ます。
平成 年度募金額は次の
とおりです。
【募金額】
万１６４２円
（平成 年７月 日現在）
【問い合わせ先】
福祉事務所☎ ・３１１７

７

現
※金払いに限る

【日時】９月 日（土）
◆下見会 ９時～ 時 分
◆入札
時～ 時
【場所】旧物部支所（物部
町大栃１６４１ ２-）
【対象】 歳以上の香美市
民および香美市民の代理人
【その他】運搬その他の作
業は、落札者本人の負担と
し、入札日の 時までに運
び出すこととします。
【問い合わせ先】
物部支所 ☎ ・３１１１

A リサイクルしやすくするためで

入院時の生活療養標準
負担額が変わります
歳以上の方が医療療養
病床に入院する時の居住費
が、 月から変更になりま
す。
【医療の必要性が低い方】
１日当たり 円から 円に
増額されます。
【医療の必要性が高い方】
１日当たり 円から 円に
増額されます。
ただし、指定難病患者につい
※
ては、現行のまま変更はありま
せん。

【問い合わせ先】
市民保険課保険班
☎ ・３１１５

す。ラベルと同様、キャップも外し
てください。

Q どうして今までははがさなくて
よかったラベルをはがすのですか？

A 飲料メーカー等の努力により、

ラベルが容易にはがせるようになっ
たためです。

相続手続きに便利
法定相続情報証明制度
各種相続手続きに利用す
ることができる法定相続情
報証明制度が、全国の法務
局でスタートしています。
この制度を利用すること
で、各種相続手続き（銀行
の預金払い戻し、不動産の
相続登記など）で戸籍謄本
を何度も出し直す必要がな
くなります。詳しくはホー
ムページをご覧ください。
http://houmukyoku.moj.
go.jp/kochi/
【問い合わせ先】
高知地方法務局香美支局
☎ ・３０４９

林退共制度に加入してい
た方で、退職金を受け取っ
ていない方を探しています。
また、各種手続き（共済
手帳の紛失・退職金の請求
等）の必要が生じた場合は、
お早めにご相談ください。
【問い合わせ先】独立行政
法人勤労者退職金共済機構
林業退職金共済事業本部
☎ ・６７３１・２８８７

林業退職金共済制度
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はがすの？
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Q なぜ、ペットボトルのラベルを
17

58

16

Kami １２
Kami
１３

10

ペットボトルをごみとして出す場合、これまでラベルを
はがす必要はありませんでしたが、来年度からはラベルを
はがして出すようにしてください。これは、資源として再
利用しやすくするための大切なひと手間です。
ペットボトル本体 → 分類：ペットボトル
キャップとラベル → 分類：プラスチック製容器包装
※洗って軽くつぶして出してください。
平成２９年度中は移行期間となりますので、今からラベ
ルをはがして出していただくようご協力をお願いします。
【問い合わせ先】環境上下水道課環境班 ☎５３－１０６３
03

30

ペットボトルの
出し方が変わります
20
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２０１８年版の高知家手帳の予約を受け付けて
います。１１月から翌年１月までの期間、本庁・
各支所で販売します。予約がない方も購入できま
すが、昨年は好評のため年内に完売となりました。
【内容】
行政区画図、ダイアリー（行事予定表・日記）、
資料（県内主要統計表・官庁関係資料・暮らしの
各種資料）、住所録、東京・大阪地下鉄路線図ほか
【価格】
ポケット判（９×１４．５㌢）５００円
デスク判（１３×２１㌢） ７５０円
【予約締切】
９月２７日（水）
【問い合わせ・申込先】
企画財政課 ☎５３ー３１１４
カバーの色：青色

来年４月から
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