補助・助成

浄化槽を設置して
エコで快適な生活を

幸せ応援講座
親の気持ちと子どもの本音

私らしい選択をしよう
遺言・相続・成年後見制度

年

)

月

日

【完了区域】
土 佐 山 田 町 佐 竹 の 一 部（ 平
成 年度香美市役所・香美
森林組合調査地区
完
※了日＝平成

【問い合わせ先】
建設課地籍調査班
☎ ・３１１８

火入れについて

30

が目的の場合に限ります。
火入れの 日前までに申請し
※
てください。

【問い合わせ先】
産業振興課農政班
☎
１０６２

【問い合わせ・申込先】
環境上下水道課
☎
３１１０

申
※し込み多数の場合は抽選

30

し
快適な生活と美しい水環
境をつくるために、補助金
を利用して浄化槽を設置し
ませんか。平成 年度浄化
槽設置整備事業費補助金の
予約受付を行います。
【対象】
下水道区域（認可区域含
む）以外で、平成 年３月
日までに設置完了する方
【申込先】
環境上下水道課および香
北・物部各支所で受け付け
します。申込書は、香美市
ホームページからもダウン
ロードできます。
【受付期間】
３月１日（木）～４月 日
（金）
【注意事項】
交付決定前に着工した場合、
補助金の交付は取り消しと
なります。浄化槽本体の設
置工事は交付決定後に着工
（平成 年５月中旬以降を
予定）してください。

25

香美市長選挙（３月 日
執行予定）の立候補予定者
説明会を開催します。
【日時】 月 日（火）
時 分～
【場所】香美市役所３階
【問い合わせ先】選挙管理
委員会 ☎ ・３２９６

11

催
男女共同参画推進啓発事
自分の子どもに「結婚し
高校や大学で学びたい方
業として、遺言・相続・成
てほしい」と願う親の気持
奨学金制度があります
年後見制度の知識を学ぶ講
ちを考え、価値観の変化を
座を開催します。
学びながら、結婚へ向けた
高等学校・大学等で、勉
【日時】 月 日（月）
サポートとして、子どもの
学する意欲と能力を持ちな
時 分～ 時 分
本音を聞くことの大切さを
がら、経済的な理由により
【場所】
学ぶ講座です。 参加無料
修学が困難な方に、学資の
※
保健福祉センター香北
一部として、奨学金を給付
【日時】２月 日（日）
【講師】德弘至孝さん（元
します（貸与ではなく、返
時～ 時 分
高知地方法務局長・元公証人
済の必要はありません）。
【場所】中央公民館
)
【対象】
【対象】独身者の親族、結
【問い合わせ先】
保護者が市内に居住してお
婚支援に携わる方、結婚支
ふれあい交流センター
り、経済的な理由により修
援に興味のある方
☎ ・２６３１
学が困難な方
【講師】永島尚世さん（未
【給付額】
来はぐくみ塾代表）
年金事務所の予約相談
【申込締切】２月 日（月 ) ①高等学校等（月額１万円）
②短期大学・大学等（月額
年金事務所で年金の相談
【問い合わせ・申込先】
１万３千円）
や手続きをするときは、予
定住推進課☎ ・１０６１
【申込方法】
約をすると便利です。担当
申請書に所定の書類を添え
が事前に準備して対応し、
香美市長選挙
て、提出してください。申
相談がスムーズです。
立候補予定者説明会
予約受付は、希望日の１カ月
請書は、市内中学校・教育
※
前から前日までです。基礎年金
振興課・香北分室（香北支
番号の分かる年金手帳や年金証
所内）・物部分室（物部支
書を準備の上、ご連絡ください。
所内）にあります。
【申込締切】
３月 日（金）必着
【問い合わせ・申込先】
教育振興課学校教育班
☎
１０８１

【申込方法】申請書に所定
の書類を添えて、提出して
ください。申請書は、教育
振興課・香北分室（香北支
所内）・物部分室（物部支
所内）にあります。
【問い合わせ・申込先】
教育振興課学校教育班
☎
１０８１

【問い合わせ・予約先】
ねんきんダイヤル
☎０５７０・０５・１１６５
南国年金事務所
☎０８８・８６４・１１１１

19

その 他

15

かわってきたかえ
物部川
クイズやミュージカルを
通じ、物部川の環境保全を
楽しく考えるイベントです。
ぜひご参加ください。
昼
※食の無料提供あり。ただし、
環境への配慮のためマイ食器
（皿・スプーン・コップなど）
を持参してください。

【日時】３月 日（土）
時～ 時 分
【場所】高知工科大学講堂
【内容】
◆午前の部 …時～
パネル展＆物部川クイズ
◆昼食 …時 分～
シカカレーやシカ焼肉、
しらす汁等の無料提供の
ほか、有料出店もあり。
◆午後の部 …時～
・物部川コンテスト表彰式
・物部川ミュージカル
・環境学習発表会
・クイズ当選発表 など
【問い合わせ先】
物部川に感謝する実行委員会
☎ ・７１４３・８１１２
定住推進課☎ ・１０６１

高校へのバス通学に補助
高等学校等にバスを利用
して通学する生徒の保護者
の方に、バス定期券購入費
の一部を補助します。
【対象】
保護者と生徒が香美市内に
居住しており、自宅から高
等学校等までの距離が８㌔
以上の方

２

地籍調査の土地登記完了

ただし、市外の高校へ通学す
※
る場合は、自宅からＪＲ土佐山

15

田駅までの距離が８㌔以上の方

30

に提出してください。
報告が必要な対象等、詳
しい内容はお問い合わせく
ださい。
【問い合わせ・提出先】
中央家畜保健衛生所香長支
所 ☎ ・３０６９

家畜や家きんを１頭（１
羽）でも飼育している場合、
定期報告が必要です。
報告は年１回、２月１日
現在の飼育状況を所定の報
告用紙に記入し、４月 日
（家きんは６月 日）まで

家畜・家きん飼育状況
の定期報告を！

香北中学校３年生フリー
マーケット活動の実行委員
会から香美市に対し、フリ
ーマーケット収益金として、
３４１０円の寄付をいただ
きました。
心よりお礼申し上げます。

寄付のお礼

52

10

13

森林または森林の周囲１
㌔の範囲内で火入れをする
場合は、市の許可が必要で
す。許可を受けることがで
きる火入れは、地ごしらえ、
開墾準備、害虫駆除、焼畑

53
・

Kami １４
不妊治療を受けられたご夫婦に、治療に要した費用の一部を助成する制度があります。
詳しくはお問い合わせください。【問い合わせ先】健康介護支援課 ☎５２－９２８１

Kami
１
１５

27

南国年金事務所 ☎０８８－８６４－１１１１
市民保険課国民年金係 ☎５３－３１１５

20

10

25

53

20

31

【問い合わせ先】

15

国民年金保険料を納めることが経済的に困難な
場合には、保険料の納付が猶予または免除される
制度があります。市民保険課もしくは年金事務所
へご相談ください。
手続きをしないと老後の年金を受け取れなくな
ったり、不慮の事故等により障害が残ってしまっ
たときに、障害基礎年金を受け取れなくなる場合
があります。

15

毎月１６，４９０円は払えない。
どうすればいいの？

19

11

保険料を早めに納めることにより保険料が割引
になる前納制度をご利用ください。

53
・

30

53

29

保険料を安くする方法はあるの？

30

次の区域の地籍図・地籍
簿の登記が完了しました。

２０歳になったら、市民保険課または年金事務
所で手続きしてください（窓口に来ることができ
ない場合は郵送による手続きも可能です）。

53
・

１６，４９０円の保険料に加えて月額４００円の
付加保険料を納めると、老齢基礎年金と合わせて
付加年金を受け取ることができます。

２

月額１６，４９０円（平成２９年度）です。

30 ３

11

30

13

53

15

11

【補助金額】
１カ月当たりで、１万円を
超える部分

年金額をお得に増やすには？

30

毎月の保険料はいくら？

30

国民年金の加入手続きは、
いつ、どこでやればいいの？

17

13

国民年金は、年をとったときやいざというとき
の生活を、現役世代みんなで支えようという考え
で作られた仕組みです。
具体的には、公的年金に加入し保険料を納めて
いくことで、年をとったときや、病気やケガで障
害が残ったとき、家族の働き手が亡くなったとき
に、年金を受け取ることができる制度です。

53

53

53
・

11

090

