被災した宅地や建築物の

その 他

緑の募金のお礼
緑 の 募 金 （ 香 美 市支 部 ）
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。
【令和２年度募金額】
◆家庭募金 万１８５０円
◆その他
９４７２円
【問い合わせ先】
高知県森と緑の会香美市支部
（農林課内）
☎
９２８３

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。
【令和２年度募金額】
万３２５０円
（６月 日現在）
【問い合わせ先】
福祉事務所☎
３１１７

大切なこころと命を
守ろう
自殺の原因は、心の悩み
や身体の健康、生活や家
庭・職場・学校の問題など
さまざまです。自殺者の多
くは、うつ状態で正常な判
断ができていないといわれ
ています。うつ病について
正しく理解し、適切な治療
を受けることが大切です。
一人で悩まず、まずは電
話で相談しましょう。
９月９日～ 日まで、市役
所１階ホールで自殺予防に
関する展示を行います。
◆高知県立精神保健福祉センター

☎０８８・８２１・４９６６
月～金（８時 分～ 時
時～ 時 分）
祝
※日・年末年始除く

◆心のテレ相談
☎０８８・８２３・０６００
月～金（ 時～ 時）
祝
※日・年末年始除く

時～

◆高知いのちの電話
☎０８８・８２４・６３００
毎日（ 時～ 時）
年
※末年始は

時

毎月 日はフリーダイヤル
※
（０１２０・７８３・５５６）
で受付。８時～翌朝８時。

市
※民税非課税世帯の方は１泊２
日４０００円、延泊１泊につき２
０００円加算、生活保護世帯の方
は１泊２日２０００円、延泊１泊
につき１０００円加算になります。
双
※子の場合は自己負担額が追加
になります。金額についてはお問

◆高知県中央東福祉保健所
☎ ・３１７１
月～金（８時 分～ 時
時～ 時 分）
53
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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。
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

複十字シール運動に
ご協力のお願い

祝
※日・年末年始除く

17

吉井勇記念館
休館日追加のお知らせ
吉井勇記念館は、 月１
日から毎週月曜日・火曜日
が休館になります。ご来館
の際はご注意ください。
【問い合わせ先】
吉井勇記念館☎ ・２２２０

詳
※しくはお問い合わせください。

【問い合わせ・申込先】
健康介護支援課親子すこや
か班☎ ・９２８１

国勢調査が始まります

雨天時の資源ごみ 衣(類
の回収について
衣類は雨の日に出さず、
次の収集日に出すようお願
いします。濡れたものは再
利用できません。衣類が濡
れたり、汚れた場合には燃
えるごみに出してください。
【問い合わせ先】
環境上下 水道課環境班
☎ ・１０６３

第９回土佐塩の道
トレイルランニング
香美市と香南市にまたが
る土佐塩の道トレイルラン
ニングレースを開催します。
日本トレイルランナーズ協
会等のガイドラインを参照
し、新型コロナウイルス感
染症対策を行い実施します
ので、ご理解とご協力のほ
どよろしくお願いします。
【日時】 月４日（日）
８時スタート
【コース】 ㎞コース
【参加者】約 名
（県内 ％、県外 ％）
【問い合わせ先】
香南市観光協会
☎ ・５２００

甲藤明徳氏より山田城跡
（楠目城跡）の復元、整備
活用のために 万円のご寄
付をいただきました。
【問い合わせ先】

寄付のお礼

果は少子高齢関連、雇用対
策、防災計画などの施策立
案の基礎資料や、選挙区の
区割りや地方交付税の算定
の基準に活用される重要な
調査ですので、ご協力をお
願いします。
【問い合わせ先】
企画財政課 ☎ ・３１１４

25

通電火災に注意

４１７９

地震や台風の際には、長
時間停電が考えられます。
停電からの再通電時に、電
気機器や電気配線からの火
災が発生するおそれがある
ため、注意してください。
・停電中は機器のスイッチ
を切り、コンセントから抜
いてください。
・停電中に自宅から離れる
際 は ブレ ー カ ー を 落 と し て
ください。
・再通電時には、電子機器
等が破損していないか、燃
えやすいものが近くにない
かなど確認して、使用して
ください。
・外見上の損傷がなくても、
壁内配線や電気機器内部の
損傷で、再通電から時間経
過後、火災となる場合があ
るため、煙の発生等の異常
を 発 見 し た 際 は 直 ち に ブレ
ーカーを落とし、消防機関
に連絡してください。
【問い合わせ先】
消防課予防班☎

い合わせください。

◆宿泊型
【実施場所】
ＪＡ高知病院
【利用期間】
最長６泊７日（分割利用可）
【利用料】
１泊２日８０００円、以後延
泊１泊につき４０００円加算

後に心身の不調や育児不安
等がある産後４か月未満の
お母さんと赤ちゃん
【サービス内容】
お母さんや赤ちゃんの健康
管理と生活面についての相
談や助言など。（授乳や沐
浴、赤ちゃんのお世話の仕
方など）
◆訪問型
【実施場所】
利用者の居宅
【利用回数・時間】
原則２回まで。１回の利用は
２時間以内
【利用料】１回 円

200

53

生涯学習振興課☎ ・１０８２

10

53

15

13

52

令和２年 月１日を基準
日とし、５年に一度の国勢
調査を実施します。住民票
などの届出に関係なく、日
本国内にふだん住んでいる
人を、ふだん住んでいる場
所で調査します。９月中旬
から、新型コロナ感染症の
発生および感染拡大に細心
の注意を払いながら、調査
員がお伺いします。調査結

10

30

21

18

136

【申し込み方法】
市役所へ申請が必要です。

38

15

52
・

市
※民税非課税世帯、生活保護世
帯の方は無料

75

17

９

53

56

)

なお、地震発生後の建物の判定には、この
他に次のようなものもあります。これらは判
定の目的や基準がそれぞれ異なります。
◆被災度区分判定…建物の復旧対策を検討す
る目的で、応急危険度判定後に建物の被災
度を詳細に判定するもの
◆住家被害認定…り災証明書を発行する目的
で、被害程度を認定するもの

10

13

30

58
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被災建築物応急危険度判定は、地震で被災
した建物について、余震で倒壊するなどの危
険性について判定し、表示するものです。
判定結果は、次の３種類のステッカーで建
物の出入口等に掲示されます。

500

Kami １４
Kami
１１
３５

調査済（緑色）
要注意（黄色）
危険（赤色）

53
・

15

10

30

15

13

10

被災建築物の危険度判定

52

10

調査済（青色）
要注意（黄色）
危険（赤色）

香美市産後ケア事業
訪問型・宿泊型

被災宅地の危険度判定

197

被災宅地危険度判定は、巨大地震や大雨な
どにより、宅地が大規模で広範囲に災害を受
けた場合に、宅地の被害状況や危険性につい
て判定し、表示するものです。
判定結果は、次の３種類のステッカーで現
地の見やすい場所に掲示されます。

53
・

巨大地震などにより、宅地や建築物が被災
した場合に、被害状況を把握するとともに、
住民へ情報を提供し、２次災害の軽減・防止
を図ろうとする制度があります。
【問い合わせ先】建設課 ☎５３－３１１９

産後ケア事業は、産後の
お母さんの心身のケアと育
児の支援を目的に、相談や
授乳指導等が受けられる事
業です。
市では、助産師による自
宅への訪問（訪問型）と、
施設におけるショートステ
イ（宿泊型）で、産後のお
母さんを支援しています。
利用希望の方は申請が必
要です。詳しくはお問い合
わせください。
【対象】
香美市に住民票があり、産

危険を知らせるサイン

