行政相談委員へご相談
ください！
町村が国の補助を受けて行
っている仕事などについて、
皆さんからの苦情や意見、
要望を受け、その解決や実
現のお手伝いをしています。
相談は、皆さんの身近な
公共施設などで定期的に開
設される相談所などで受け
付けていますので、お気軽
にご利用ください。
毎月の行政相談の日程は、市
※
民カレンダーに掲載しています。

危険物安全週間
不正改造車排除強化月間
６月は不正改造車排除強
化月間です。
この機会に、不正改造の
防止についての理解を深め
ていただき、その排除にご
協力ください。
詳しい情報は、HPをご
覧ください。
【問い合わせ先】
四国運輸局高知運輸支局検
査整備保安部門
『不正改造 番』
☎ ８８ ８６６ ７３１３
www.tenken-seibi.com

☎５２－９２８２
■問い合わせ先
健康介護支援課

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
『無事故への 構え一分の
隙も無く』
【問い合わせ先】消防課予
防班 ☎ ・４１７６

注意点

６月２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
のとなっていますが、これ
らの危険物は、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
レーなど、危険物を使用し

料理の際の

【市の行政相談委員】
高橋千恵・ 内一秀
【問い合わせ先】総務課
☎
３１１２

冷蔵庫へ

毎日の暮らしの中で、役
所の仕事や手続きについて、
困っていることや、分から
ないことはありませんか？
そのようなときは、行政相
談をご利用ください。
行政相談委員は、総務大
臣の委嘱を受け、市民の皆
さんからの相談をお聴きす
る民間有識者の方です。
行政相談委員は、①国の
仕事、②ＪＲ、ＮＴＴ等の
特殊法人の仕事、③県や市

地籍調査の土地登記完了

室長
係長

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】
香美市物部町大栃の一部

市道・農道・林道の管理、災害復旧、
林道の開設・改良、治山

日

建設課物部分室
物部分室
物部支所 ☎５２－９２９１

完
※了日＝３月

・

室長
係長

８

５月号広報（No.１５９）の特集『市役所の仕事と職員名簿』中、建設課の職員配置について、一部、
誤りがありました。訂正いたします。
なお、正式には下記のとおりとなります。
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市道・農道・林道の管理、災害復旧

香美市土佐山田町西又の一部

・

生肉・魚を切ったら
洗った後にまな板
等に熱湯をかける

建設課香北分室
香北分室
香北支所 ☎５２－９２８６

日

主な事務

完
※了日＝３月

帰ったらすぐ

広報香美５月号の訂正

０

班長
係長
地籍調査

【問い合わせ先】建設課地
籍調査班 ☎ ・３１１８

７

Kami １０
Kami
１１

②２／３以内・ 万円
【対象建築物】
事務所・工場等で昭和
年５月 日以前に建築され
た建築物
【補助用件】
四国耐震診断評定委員会
等の評定を受け、適切と評
価を受けること等
【問い合わせ先】
高知県商工労働部商工政策課
事業推進担当
☎ ８８ ８２３ ９６９２

７

岡林良浩
公文健心
澤本志麻・石井孝典
片岡亮
小松新二
黒原強・原敏純
高月陽生・北川侑太郎
井上雅之 (兼)
武内覚
岡本規秀・伊与田康輔
奥村周也 (兼)
岡本達夫
吉本好孝・公文勇喜
谷大介・増岡大樹
地籍調査班

物部川を一斉清掃

●●●● ● ●● ●● ●● ●●●●●●●●●● ●●● ●● ●●● ●● ●●● ●● ●●● ●● ● ● ●● ● ●
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・

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。
０
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氏
名
井上雅之 (兼)
奥村周也 (兼)
森下研
入野美紀・大和祐一
前田和紀・井上大地
宮地勇輝・三井康治
細木智広・久保侑也

役職
課長
参事
【公共土木】市道・橋等の新設・改良、河川維持管理、 班長
交通安全施設整備、公共用地の取得、市道・河川の占有 係長
許可、市道の認定・廃止、災害復旧
【農業土木】農業土木施設の新設・改良、
土地改良事業、災害復旧
【林業土木】林道の管理、災害復旧
【庶務】市道・河川の占用許可、市道の認
定・廃止、自治会等の要望、地域草刈り委託
建築確認、都市計画、都市公園の設置およ 班長
び維持管理
係長
都市計画班

高知県中小企業耐震診断
等支援事業

・

土木班

56

食中毒菌を

県では、南海トラフ地震
７月の河川愛護月間に合
対策として、従業員の命を
わせ、清掃活動を実施します。
守るとともに地震発生後の
【日時】７月 日（日）
早期復旧につなげるため、
時～（１時間程度）
県内中小企業が行う耐震診
小雨決行。今年度は、雨天中
断や耐震設計などに要する
※
止による延期なし。
費用の一部を助成する制度
【場所】次のいずれかの会
を設けています。
場にお集まりください。
ぜひ、ご活用ください。
①物部川緑地公園（小田島側 )
【対象者】
②町田堰付近
県内で製造業を営む中小
【注意事項】車でのご来場
企業者で、BCPを策定し
はご遠慮ください。
ている者
タオル・ごみ袋・軍手・火バ
【対象事業】
※
サミは会場に用意してあります。
①耐震診断
②耐震設計（建替設計含む ) 【問い合わせ先】
高知河川国道事務所
【補助率・補助限度額】
☎ ８８ ８３３ ６９０４
①２／３以内・ ．３万円
・

班名

課名・電話番号・所在
建設課
本庁舎４階
地籍調査班
☎５３－３１１８
その他の班
☎５３－３１１９

200

買い物･･･消費期限を確認し、肉や魚は分けて包
み、早めに帰りましょう。
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。
・

27

27

53

食中毒予防のポイント
31

・

付けない
増やさない
やっつける
133

０

食中毒に気を付けて

