市立図書館建設事業
基本計画にご意見を
館（本館および各分館）

助

成

福祉タクシー料金
助成事業
平成 年度香美市福祉タ
クシー料金助成事業の申込
受付を、３月 日（火）か
ら開始します。
【対象者】市内在住で次の
いずれかに該当する方
①年齢が満 歳以上の方
②身体障害者手帳１級・２
級の方、３級・４級のう
ち下肢障害・体幹機能障
害の方
③療育手帳をお持ちの方
④精神障害者保健福祉手帳
１級・２級の方
【事業内容】
香美市内の医療機関への
通院・買い物・社会参加等
のために、当事業に協力す
る市内のタクシー会社を利
用した場合、タクシー料金
の一部を助成します。市外
への通院は、透析等の特別
な事情があると認められた
場合にのみ対象となります。
【助成金額】
片道券１枚につき、料金
から１０００円を差し引い

【問い合わせ先】建設課地
籍調査班 ☎ ・３１１８

た額の２分の１（上限有り）。
ただし、視覚障害の１級、
および下肢・体幹障害１～
２級に該当する方は、料金
から１０００円を差し引い
た額の全額（上限有り）を
助成します。タクシー事業
者には、自己負担分のみを
お支払いください。助成回
数には限度があります。
【申請方法】保険証等の本
人確認書類と印鑑（障害者
の方は障害者手帳も）をお
持ちの上、３月 日以降に
お申し込みください。
【問い合わせ・申込先】
健康介護支援課
☎ ・９２８０
香北支所☎ ・９２８５
物部支所☎ ・９２８８

赤い羽根共同募金
地域福祉活動への助成
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香美市共同募金委員会で
は、赤い羽根共同募金の配
分金を財源に、助成金交付
事業を行っています。詳細
はお問い合わせください。
【対象となる活動】
◆小地域たすけあい活動
◆各種団体の研修会・季節
の行事等の開催

◆その他必要と認められる
活動
【助成金額】 万円以内
【対象経費】備品・消耗品
の購入、チラシ等の印刷代、
会場の賃借料等
飲
※食代等は対象外

【申込締切】４月 日（金 )
【問い合わせ・申込先】
香美市共同募金委員会事務局
☎ ・２１４０

就学援助
経済的理由で就学困難な
児童生徒に対し、学用品費
や給食費など、学校で必要
な費用の援助を行います。
【対象】香美市立小中学校
に通う児童生徒の保護者で、
住民税の非課税または減免
の扱いを受けている方や、
職業が不安定で生活に困っ
ている方等
【申込方法】申請書類は学
校にあります。援助を希望
する方は、通学している学
校へ申し出てください。援
助の決定は、審査の上、学
校からお知らせします。
【申込締切】４月 日（金 )
【問い合わせ先】
教育振興課☎ ・１０８１
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香美市ホームページにも掲載
※
しています。

【応募方法】
現在策定中の香美市立図
住所・氏名・年齢・ご意見
書館建設事業基本計画書
を記入の上、持参もしくは
（ 案 ） を 公 開 し 、 パ ブリ ッ
郵送、ＦＡＸ、または香美
クコメント（意見公募手続
市ホームページの送信フォ
き）により市民の皆さんか
ームからご応募ください。
らのご意見を募集します。
様
【応募締切】 月 日（金
※式は自由です。
)
電
【計画の閲覧期間】
※話での意見受付はしません。
また意見書の返却や個別回答は
募集期間中の平日
行いませんのでご了承ください。
８時 分～ 時 分
【問い合わせ・提出先】
【計画の閲覧場所】
生涯学習振興課
生涯学習振興課・本庁舎１
☎ ・１０８２
階総合案内・各支所および
・５２２６
出張所・中央公民館・図書

職場や病院で受けるなどの理
※
由で市の検診を止めている方に

農薬の取り扱いは適切に
農薬の使用に当たっては、
ラベル等の表示を確認し、
使用基準を遵守してくださ
い。保管や容器などの処分
も、決められた方法で適正
に行ってください。方法を
誤ると、使用者の健康や作
物、環境に悪影響を及ぼす
可能性があります。
農薬の取り扱いについて
は、農薬の購入店や農業振
興センター等の指導機関で
ご確認ください。
) 【問い合わせ先】産業振興
課農政班 ☎ ・１０６２

10
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●●● ● ●● ●●● ●●●●●●● ● ●● ●● ●

そ の 他
は、受診票は送付していません。
再開したい方はご連絡ください。

歳

【問い合わせ先】健康介護
支援課 ☎ ・９２８２

平成 年３月 日時点で
※
以上の方は無料です。

日

がん検診希望調査票

地籍調査の土地登記完了

【対象】昭和 年４月
以前に生まれた方
【受診料】 円

平成 年度のがん検診希
望調査票が届いた方は３月
日までにご返送ください。
通知不要の申し出をされて
いた方で、今後の通知を希
望する方はご連絡ください。
【問い合わせ先】健康介護
支援課 ☎
９２８２

胸部レントゲン検診
次の区域の地籍図・地籍
簿の登記が完了しました。
【完了区域】香北町有瀬お
よび五百蔵の各一部（平成
年度香美市役所調査地区
完
※了日＝ 月 日

59

Kami １２
Kami

視覚障害のある方へ、音声版広報香美を無料送付しています。
ご希望の方は、福祉事務所までご連絡ください（☎５３－３１１７）。
１３

４月３日から各地区を巡
回し胸部レントゲン検診を
行います。対象者には受診
票等を送付しています。

これらの納付書はコンビニで使用できません

「トールペイント教室」

20

４月１日から水道料金・下水道使用料のコンビニエン
スストア等での収納を開始します。
これまでの市役所・各支所の窓口、指定の金融機関の
窓口に加え、全国のコンビニでも支払いが可能になりま
す。ローソン・セブン‐イレブン・サークルＫ・ファミ
リーマート・香美市内のバリュー各店舗等でお支払いで
きます。 ※取り扱いコンビニ一覧は香美市HPをご覧ください。

30

②１３時３０分～
①１０時～

52

水道料金・下水道使用料も

13

市民保険課 ☎５３－３１１５
香 北 支 所 ☎５２－９２８５
物 部 支 所 ☎５２－９２８８

１
65
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31

23

◆納入期限を過ぎたもの ◆バーコードが印刷されていない
もの ◆破損などでバーコードが読み取れないもの ◆金額
を手書き等で訂正したもの ◆納付書１枚の納付額が３０万
円を超えるもの ◆平成３０年３月以前に送付された納付書

窓口・問い合わせ先

200

52

１

コンビニ収納で！

「就職して健康保険ができた」「家族
の健康保険の扶養に入った」など、他
制度の健康保険に加入しているのに国
民健康保険の新しい被保険者証が届い
た場合、国保脱退の届出が必要です。
国保の保険証・新しくできた保険
証・認印・本人確認書類（運転免許証
等）を持参の上、窓口で手続きしてく
ださい。

31

20

被保険者証、被保険者資格証明書、
高齢受給者証、限度額適用認定証、
限度額適用・標準負担額認定証など

問い合わせ先
環境上下水道課
☎５３－３１１０

他の健康保険に
加入していませんか？

● ● ●● ● ● ● ●● ● ● ● ●● ● ● ●●

53 53

あなたの部屋に世界で一つしかない壁掛けを
飾りませんか？道具等はこちらで準備します。
■場所 ふれあい交流センター
■講師 トールペインター・中西奈穂子さん
■参加料 ６００円
■申込方法
３月１６日（金）までに電話で申し込み
■定員 各回１２人（合計２４人）
■問い合わせ・申込先
ふれあい交流センター
☎５３－２６３１
22

53

15

平成３０年４月から使用する新しい
国民健康保険被保険者証を、３月中旬
～下旬に世帯主宛へ郵送します。被保
険者証が届いたら、必ず内容をご確認
ください。
現在お持ちの被保険者証は、３月３１
日で有効期限が切れます。有効期限が
切れた後は、細かく破るなどして確実
に処分してください。
高齢受給者証および特定疾病療養費
受療証は、平成３０年７月中旬～下旬
に郵送します。
チェック！
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変更になる様式

30

～ 木に描く壁掛けづくり ～

30

国保の被保険者証が
新しく変わります

30

県が市町村とともに国保制度を担
うようになる新制度に伴い、被保
険者証などの様式が変わります。

17

金 ※同内容で２回開催

３月２３日

初心者向け

ふれあい交流事業

12

