南海トラフ地震に備えよう！

補 助 率 １００％（上限２０万５千円）
申込期限 令和３年１月２９日（金）

地震等により倒壊し、被害を及ぼす恐れ
のある、住宅密集地または避難路に面する
老朽住宅の撤去費用を補助します。
※現地調査を行いますので、事前にご相談ください。

補 助 率 １０分の８（上限１６４万５千円)
申込期限 令和３年１月２９日（金）
※いずれの事業も予算に達し次第、締め切り。
申請書はＨＰからダウンロードできます。

問い合わせ・申込先
防災対策課 ☎５２－８００８

15

30

65

65

B1

18

A1

15

A2

10

持参し、窓口で申請。
①身体障害者手帳または療
育手帳 ②健康保険証 ③認印
【現在１年ごと更新の方】
６月末で有効期限が切れ
ます。引き続き助成を希望
する方は、所得判定による
資格の更新を行いますので、
６月中に①～③を持参し、
更新の手続きを行ってくだ
さい。
【問い合わせ・申請先】
市民保険課保険班
☎
３１１５
香北支所☎ ・２３１１
物部支所☎ ・３１１１

老朽住宅の撤去費用補助

65

・療育手帳の または を
お持ちの方
・ 歳未満の児童で、身体
障害者手帳の３級または
４級を持ち、療育手帳の
をお持ちの方
◆所得制限等
歳以上で、平成 年
月１日以降、新たに手帳の
交付を受けた方は、住民税
非課税世帯の方のみが対象。

※現地調査を行いますので、事前にご相談ください。

※ 歳未満の方、または 歳以
上で平成 年９月 日以前に対

避難路に面したブロック塀などで、地震
等により倒壊する恐れのある塀の撤去、ま
たは安全な塀への改修費用を補助します。

象となる級の手帳の交付を受け

ブロック塀の撤去・改修補助

た方は所得制限はありません。

※非木造住宅についても補助があります。

【申請方法】次の①～③を

補 助 率 １００％（上限１５０万円）
申込期限 令和３年１月２９日（金）

53
・

58 59

53
・

市民セミナー
パソコン教室の延期について
例年６月頃から全８回の講習として開催している初
心者を対象とした前期のパソコン教室(ワード初級）
は、新型コロナウイルス感染拡大防止対策として開催
時期を延期します。お申し込み予定であった皆さんに
は大変ご迷惑をおかけいたしますが、何とぞご理解い
ただきますようお願いします。
再開の時期については夏場を見込んでいますが、県
内の状況を考慮して決定します。開催日程が決まりま
したら、再度、広報誌でお知らせします。
■問い合わせ・申込先
〒７８２－００３４ 香美市土佐山田町宝町２ー１ー２７
中央公民館 ☎５３－２２１４ FAX ５３－３９０４

し

◆改修費補助(５０棟程度)

25

20

催

補 助 率 ３分の２（上限２０万５千円）
申込期限 令和３年１月２９日（金）

17 ５

29

第５回子育てサポート
援助会員講習会

◆改修設計費補助(５０棟程度)

40

５

080

香美市戦没者追悼式
の延期について

申 請 者 対象住宅の所有者
診断費用 無料
申込期限 令和３年１月８日（金）

12

補助・助成

◆耐震診断(５０棟程度)

６

35

例年５月に開催されてい
ます香美市戦没者追悼式に
ついては、新型コロナウイ
ルスの感染拡大により、参
加者の安全確保優先のため
延期といたします。
参加予定であった方々に
はご迷惑をおかけしますが、
なにとぞご了承くださるよ
うお願いします。
なお、開催予定は秋頃を
予定しており、日程が決ま
り次第、ご連絡します。
【問い合わせ先】
福祉事務所
☎
３１１７

昭和５６年５月３１日以前に建築された木
造住宅（２階建て以下）の耐震診断と、改修
設計費用・改修費用の補助を行います。

53

35

子育てセンターなかよし
（なかよし保育園内）
【対象者】
市内在住の 歳以上の方
で、心身ともに健康であり、
相互援助活動に理解と意欲
のある方。
【講習内容】
ファミリーサポートセンタ
ーのしくみ・概要、子ども
の発育と病気・栄養・心の
発達や保育、救命講習など
【申込締切】
月 日（金）
【問い合わせ・申込先】
香美市ファミリー・サポー
トセンター
☎ ・５６６５・２０７５

木造住宅の耐震診断・改修補助

58

16

famisapo@inakami.com

災害時に使用する持ち運びが可能な簡易
トイレおよび汚物処理に必要な資材の購入
費を補助します(１０戸程度)。
補 助 率 ２分の１（上限１万５千円）
申込期限 令和３年３月２６日（金）

【場所】吉井勇記念館・香
北町猪野々地区
【内容】JR土佐山田駅→
吉井勇記念館 見学 →猪
障害者福祉医療費の
(
)
野々地区の住民が建てた歌
助成制度
碑巡り→昼食→西村農園見
学→解散
この制度は、重度心身障
【参加費】２０００円
害児（者）の方の、保健の
【定員】 人
向上と福祉の増進を図るこ
【申込期間】 月 日 月
とを目的に、保険診療の自
(
)
己負担分を助成する制度で
～ 月 日金 時
(
)
す。
【問い合わせ・申込先】
【対象者】
生涯学習振興課
◆重度心身障害児 者( の)方
☎ ・１０８２
吉井勇記念館
・身体障害者手帳の１級ま
☎ ・２２２０
たは２級をお持ちの方

災害用トイレ等の購入費補助

６

13

16

香美市ファミリーサポー
トセンターでは、子育てサ
ポートの援助会員を募集し
ています。援助会員に登録
するためには２日間の講習
会受講が必要です。
受講料は無料、予約制で託
児も有ります。育児支援に関
心のある方は、この機会にぜ
ひ受講してください。

補助内容
市が無償で作業員を派遣 ※１世帯５台まで
申込期限
令和３年３月１２日（金）

30

６

６

援助活動は有償ボランティア
※
です。

◆取付補助(８戸まで）

28

14

【日時・場所】
月 日（土）
９時～ 時 分
市役所３階 会議室２
月 日（土）
９時～ 時 分

補 助 率 ２分の１（上限１万円）
申込期限 令和３年３月２６日（金）

10 ６

猪野々フィールドワーク

◆購入補助(２０戸まで）

まちづくり応援基金を活
とうりゅう
用し、歌人吉井勇が逗留し
癒された地・猪野々地区を
歩き、自然の豊かさや吉井
勇の足跡をたどるウォーキ
ングイベントを行います。
吉井勇記念館の見学と周
辺の歌碑巡りをしたあとは、
おいしいランチをご用意し
ています。
ふるってご参加ください。
【日時】
月 日（日 )
時～ 時 分

家具転倒防止金具の購入・取付補助

第１回定時

市営住宅入居者募集
【公営住宅 ※２人世帯まで】
・黒土２号団地Ｃ棟（土佐山田）
１戸（２DK）４階部
【公営住宅 ※入居者数要件なし】
・上町団地（香北）１戸（３ＤＫ）２階部
・下野尻団地（香北）
１戸（３LＤＫ）１階部
・下野尻団地（香北）
１戸（３LＤＫ）２階部
【香美市住宅 ※２人世帯以上】
・コーポ太郎丸（香北）
１戸（３ＤＫ）２階部
【応募資格】
・同居しようとする親族があること
（単身入居要件あり）
・市税等の滞納のない方
・持ち家のない方
※その他にも資格要件があります。

【受付期間】
５月１１日（月）～ １５日（金）
※申込書は５月１日（金）からお渡しします。
申込後、入居者選考委員会を経て公開抽選
で入居者を決定します。

【家賃】
・公営住宅…入居者数・所得等で決定
・香美市住宅…定額
※定時募集で入居者が決まらなかった
住宅は、受付順で随時募集を行います。

【問い合わせ先】
管財課市営住宅管理班 ☎５３－３１１３
香北支所市民生活班
☎５９－２３１１
物部支所市民生活班
☎５８－３１１１

Kami

６

